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人類史的な変化のなかで
明るい展望を信じ前進しよう
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○ザンビア共和国／小規模農業のゆくえ
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ｏ女性が決める未来の地球ｌ人口問題取材の二○余年
○合理的選択理論と人口・開発問題
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能／食糧問題安全保障の必要性／
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資料を基礎にした理論的研究の結論

けとられた。しかし、このぼう大な

火された。

とも単純な、そして基本的命題に点

二○○年近くも前に蒔かれたマル

年代にマルサスのアイディアは遂に開

のはごく最近のことである。’九九○

人口と食料が真剣に論じられ始めた

サスの「人口論」二七九八）の種が新

花した。もっとも華々しい論争をマス

が国際的に大きな反響をもたらした

しく芽を出し始めた。産業革命、そ

コミに展開したのは、レスター・ブラ

巻頭

して第二次大戦後の画期的な科学技

とも説得力のあったのは、中国にお

ける食料生産と人口についての分析

である。中国の穀類消費量が二○三

○年には四万七千九百万トンに達す

るが生産壁は二万六千三百万トンに

減少し、その不足分は二万一千六百

万トンに達し、その頃の世界の穀類

輸出量をはるかに上回ることになる

という。インドでも四千五百万トン

の不足になると計算されている。こ

てはこのような地球規模的な視点に

論の地球規模的反省であり、食なく

ことはいうまでもない。マルサス理

呈することになるであろう。

と食料問題は極めてきびしい様相を

こ数十年間における世界人口増加率

立っての人類の運命についての警告

黒田俊夫
して人間は生存しえないというもつ

ろうと警告した。しかし、当時とし

○年をまたずして破局に直面するだ

少と環境の悪化により、人類は一○

などを考慮に入れても食料生産の減

る限り、たとえ農業生産技術の進歩

世界人口の増加と経済成長が持続す

「成長の限界」二九七二）であった。

が、’九七二年のローマ・クラブの

このような幻想を打ち砕いたの

時代が続いた。

ていける生物であるかの如き幻想の

ウン達である（Ｂ・函・ｍ８ミヨ：」国・

にＩ

術の進歩は、ありあまる食料生産を

一

【目の》坤句巳一国○二ｍの》」毛」）。もっ

一

もたらした。人間は食料なしに生き

￣

は、単なる警告にすぎないとして受
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教団による地下鉄サリン事件など大規模な悲惨極まりな

撃を与えた阪神淡路大震災が起きたのをはじめ、オ１ム

が、昨年は、年明け早々の一月十七日に世界に大きな衝

昔から亥年は大乱の年で荒れると言われてきました

広瀬⑪新年明けましておめでとうございます。

・聞き手広瀬次雄ァ鰐臥郭識露

・話し手中山太郎浜川脇獣甑

噛勵

い天災やこれまで日本が経験したことのない悪質・凶悪

な犯罪が発生しました。｜方、金融機関の不良債権問題

や、海外での不祥事、地方自治体の目に余る官官接待の

実体が明るみにでるなど、まさに荒れに荒れた激動の一

年でもありました。国際的には、ポスーーア・ヘルッェゴ

ビナ紛争やスリランカの民族紛争など、争いの絶えない

年でもありました。これらの状況を見ておりますと、こ

れから日本がどのように国際社会と関わりをもっていか

なければなら菰いのか１敗戦後、半世紀から一歩踏
ｑ

み出した今、強い危機意識をもって日本は国際化に対応

していかなければならないと思います。

‘

まらなくなっているように思います。

お釈迦様が言った言葉の中に「恨みは

しました。また、オーム事件はこれま

い、私自身も非常に悲しい思いをいた

て、全員が犠牲になるという惨事に会

一家も由緒ある家屋もろとも一瞬にし

た。私事で恐縮ですが、私の家内の姉

かをいやというほど思い知らされまし

害の前に人間がいかに弱いものである

中山“そうですね、昨年は、自然災

経てば解決するとか、すべてを水に流

少なくとも、これまでのように時間が

広瀬北内外ともに難問山積ですね。

す。

環境も厳しさを増しているのが現状で

のでした。一方、日本を取り巻く国際

で日本の司法が、扱ったことのないも

です。このような犯罪行為は、これま

もって行った特異な犯罪であったわけ

を減らし、争いに浪費する貴重な資金

ものです。私自身も折りに触れ、争い

現していくうえでも、平和は不可欠な

人口問題の解決や女性の地位向上を実

いのではないでしょうか。

易く、実現することが困難な言葉もな

だと思います。また、これほど言うは

ありますが、宗教を越えて重要な言葉

無きによってのみ焔む」という言葉が

恨みによって焔（や）まず、恨みは恨み

で日本がかつて経験したことのなかっ

すといった日本的な解決法では、もは

を人類の未来を決める人口問題、持続

しさを増す国際環境

た犯罪事件ですね。一般の社会と徹底

やどうにもならないことを痛切に感じ

可能な開発の達成に使うべきであると

私どもが真剣に取り組んでおります

して違う価値観をもった狂気の集団

ます。

主張してきました。この前提となるの

は平和と正義の実現なのです。

広瀬傘そうですね。事実を踏まえ、

明確な歴史認識をもったうえで過去に

中山“国際間の交渉でも過去が強く

るように思います。例えば、ポスニア

わり過ぎて不幸な結果を生み出してい

ることこそ必要なのですね。

据え、その目的を果たすために行動す

ために、今、何をすべきかを改めて見

蝋鰄平和〃と〃正義〃が

影響してきています。日本はこれまで

・ヘルッェゴビナ問題などは、長年蓄

とらわれるのではなく、人類の将来の

以上に過去を明確に認識して行動しな

積した不満や小競り合いが恨みを生
み、その恨みが更なる恨みを生んで収

ければなりません。それと同時に、国

〃人口問題解決〃の前提条件

が、恐ろしい価値観に基づいて確信を

鯵
際社会を見ていますと、余りにもこだ
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速に転換を始め、もはや東西対立とい

う言葉すら無意味なものとなりました。

がら、東西の異質文化を融合させるよ

ん。つまり日本的な美徳を大切にしな

まれ変わって働かなければなりませ

なく、新しい未来のために国際的に生

えたうえで、すべてを水に流すのでは

社会で生きて行くために、過去を踏ま

は蓄積されるものです。日本人は国際

に基づく「罪と罰」の世界であり、歴史

のです。西洋は、「聖書」の神との契約

諦めて水に流す思考がパターン化した

ともできないｌそこで、すべてを

凶作が起こります。誰の貴任にするこ

然の下で稲作をすると、お天気次第で

と考えてきたわけです。これは、大自

ですべてを水に流す」ことができる、

に「罪、職（けがれ）を祓（はら）うこと

い歴史・文化の中で「祝詞」にあるよう

然と共に生きて来た日本人は、その長

難しいのです。農耕単一民族として自

中山》実は、このことが、なかなか

た。それが、ソ連邦崩壊をきっかけと

西の区分の方が重要となっていまし

けより、イデオロギーをもとにした東

中で、旧連合国と旧敗戦国という区分

で始まった国連も、東西冷戦の流れの

世界大戦の戦後秩序の構築という目的

じております。ご存じの通り、第二次

常に大きな人類史的な流れの変化を感

目の年でもありました。私は、今、非

たが、昨年は国連設立五十年という節

会議は国際世論を大きく盛り上げまし

中山”そうですね。ご指摘の政府間

ようなものを感じますが……。

おりますと新しい時代の動き、予徴の

な会議が相次ぎました。これらを見て

京での第四回世界女性会議など、大き

ンで世界社会開発サミット、中国・北

りました。デンマーク・コペンハーゲ

問題に関しても昨年は大きな動きがあ

を決める二十一世紀最大の課題、人口

広瀬“ところで、人類と地球の未来

すが、現在はそれに加えて、人口、環

スの管理がもっとも重要であったので

ギーに基づいた軍事力のパワーバラン

ています。これまで、東西のイデオロ

化に対応して変わらざるを得なくなっ

国連の性格もこれらの社会情勢の変

中山”おっしゃる通りです。

つありますね。

なかで、まさに時代は大きく変わりつ

広瀬》このような国際政治の流れの

しょうか。

を得なかった数年間ではなかったので

数年間はさまざまな事柄を再考せざる

不可能になったということです。この

のように大きな枠組みで論じることが

別の紛争であり、この紛争をこれまで

は、それぞれの国の事情に根ざした個

いると言われています。これらの紛争

どこかで五○近い戦争や紛争が続いて

紛争は多発しております。今、世界の

わけではありません。むしろ小規模の

と言って、世界から紛争がなくなった

しかし、東西冷戦がなくなったから

うな、大きな「道」を切り開いていくこ

して、旧共産主義国が市場経済へと急

欝西文化を融合させる「大道」を切り開け

とだと思います。

６

境、人権、貧困、女性など、これま

広瀬”これらの会議はすべて非常に

つてなかったと思います。

も、世界的な注目を集めたことは、か

会議がこれだけ続いて開かれ、しか

中山》これらの規模の大きな政府間

（ＦＷＣＷ）が開かれたわけです。

には中国・北京で第四回世界女性会議

会開発サミット（ＷＳＳＤ）、同年九月

会的正義の実現をテーマとして世界社

ンマーク・コペンハーゲンで貧困と社

議（ｌＣＰＤ）、一九九五年三月にはデ

てエジプト・カイロで国際人口開発会

議、一九九四年には人口をテーマとし

てオーストリアのウィーンで人権会

に思います。

あり方まで段階に応じて協議したよう

う人類の〃家“から、そこに住む個人の

ね。大きな流れから言えば、地球とい

して女性の問題を協議したわけです

発を協議し、さらにその流れの一環と

い。そうした観点から、人権、社会開

これらの問題に取り組むことができな

と、不平等の是正がなされなければ、

方法を協議し、社会的な公正の実現

応が必要となる人口に対してその対処

え、つぎに現実問題としてもっとも対

の入れ物である地球環境について考

包括的な会議ですね。まず、人類社会

した。一九九二年には環境をテーマと

性について国連主催の会議が相次ぎま

げられた人口、環境、人権、貧困、女

広瀬“たしかにここ数年、先生の挙

善がなされなければ、単なる議論に終

れを解決するには個人の生活環境の改

は、どんなに大きな問題も、先ず、そ

に共通した考え方がありました。それ

中山醜それに加えて、これらの会議

のことの難しさもよく認識しなければ

は頭ではよくわかります。しかし、こ

個人の生活環境の改善から、というの

広瀬”どのように大きな問題でも、

会議の特色ではなかったでしょうか。

個人の生活環境改善から

で、中心的な課題として扱われてこな
かったヒューマンな、しかも人類と地

球が共生するための、平和の鍵を握る
課題の重要性がクローズアップされた

してブラジルのリオデジャネイロで国

なりませんね。人は、一人一人が異

なった意見をもっていますし、その求

わり実現できないという考え方がはっ

、

連環境開発会議（ＵＮＣＥＤ）が開か

ず

きり出てきたｌこれがこの一連の

のです。

鯵

れ、一九九三年には人権をテーマとし
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身を乗り出して
語る中山元外相

発分野で長年にわたり献身的な貢献を

されてきた国会議員の方々が集まり、

ことですね。私は、これからは、さら
に国会議員の役割が大きくなると思う

本当に熱心な討議をされました。

めるものも多様です。今から必要なの
は、これらの会議で検討された、解決
のですが。

私ども国際人口問題議員懇談会もそ

のために取るべき方法、行動計画や行
動綱領を急いで具体化し実行していく

れぞれの会議に積極的に参加し、東京

で開催された国際女性・人口・開発議

員会議では会議を主催し、国際人口問

会議員は直接国民から選ばれ、国政に

中山躯本当にそう思います。私達国

アジア議員フォーラム（ＡＦＰＰＤ）が

員が議長を務める人口と開発に関する

残念なのです。特に、同僚の桜井新議

長年にわたって献身を続けてこられた

らの会議は、各国の人口開発の分野で

長と会議議長を務められました。これ

清水嘉与子参議院議員が運営委員会議

題議員懇談会の女性問題部会長である

おける意思決定を委託されておりま

呼びかけ人となって、世界中から国会

鍛連の政府間会議では国会議員に発言の場を

す。その、委任に基づき私達は政策協

これは、激しい民主的な討議を尽く

政府代表の国会議員にご参加いただき、

カイロの国際人口開発会議（ＩＣＰ

してまとめられた世界の国会議員の意

議員を集め、タイムリーに国会議員会

ところが、これら国連主催の政府間会

Ｄ）では国際人口開発議員会議（ＩＣＰ

志でありました。しかし、カイロの国

議をし、政策決定をするわけです。各

議において、国会議員の役割というも

ＰＤ）、コペンハーゲンの世界社会開

際人口開発会議を除いて、この各国代

熱心な討議が行われ、世界の国会議員の

のはほとんど期待されていないと言っ

発サミット（ＷＳＳＤ）では、国際人口

表の意志を政府間会議の本会議上で満

議をそれぞれの会議に合わせて開催い

てもよいのが現状だと思います。これ

社会開発議員会議（ＩＭＰＰＳＤ）、中

足に表明する機会がついに得られな

国政府において予算の議決権をもって

は誠に残念なことです。

国・北京の第四回世界女性会議（ＦＷ

かったのです。北京でも清水議員が

意志としてそれぞれ表明したのです。

広瀬即これら一連の国連主催の政府

ＣＷ）では東京で国際女性・人口・社

「東一塁且言」をもっていったにもかかわ

たしました。

間会議では日本の国際人口問題議員懇

会開発議員会議（ｌＭＰＧＰＤ）をそれ

いるのは国会であり、国会議員です。

談会を中心とした国会議員の活曜はめ

らず、どういうことか本会議で発表す

る機会を与えられなかったのです。

ぞれ開催したのです。

これらの会議には、各国の人口・開

ざましいものがありましたね。

中山卯その通りです。だから余計に

８

もちろん会議参加者は、各国政府代

が、その努力がもっと明確に反映され

の未来に献身することはもちろんです

関係者に望みたいと思います。

るように行政ならびに国連機関などの

ろうかと思っていました。会議がまと

いったいどのようにしてまとまるのだ

ことです。私は白熱した議場にいて、

に達することができる能力を示した“

困難な問題について国際社会が「合意」

のですが、”これだけ議論が分かれる

能力を示したのは収穫

騨際社会が難問に「合意」できる

表ですので、いろいろなところでア
ピールされましたし、これらの会議の

結果が各国政府の意見の中に積極的に
取り込まれたという大きな効果はあり

ました。しかし、議員会議の「一塁星且言」
として本会議の席上で発表できなかった
ということは事実です。これでは、国会

議員会議のもつ重要性があまり認めら
れなかったと言わざるをえません。
人口問題をはじめとするこれらの活

動は、政治家としてはまことに難しい
活動です。グローバルな地球の人口問

責任を感じ、この使命を果たすため

の未来を希望溢れるものとするための

活動をしています。私達は、国や地球

り、人類の未来のために心血を注いで

に献身されている国会議員は身を削

くしてはできないことです。この問題

来は今の選択で決まるという使命感な

の票につながりません。政治家が、未

す。それは、国際女性・人口・開発議

は大変よい面もあったように思いま

対応は不十分ですが、これらの会議で

すね。その意味では現在の国際社会の

を、もっと真剣に考える必要がありま

効なものにするにはどうしたらよいか

とって何が必要か、また今の選択を有

とらわれずに、本当に人類の未来に

広瀬皿近視眼的な目先の利益だけに

ました。今後は、二○○○年までに国

ゆる分野に対する協議と検討がなされ

これまで、大きな会議が開かれ、あら

要性を理解し始めたということです。

共通に克服すべき課題を見つけその重

的を見いだせなかった人類が、初めて

点を見るのです。これまで、共通の目

ね。私はここに、人類史の大きな転換

中山”これは、大きな収穫でした

した。

まったことはむしろ驚きですらありま

に、日夜努力を続けています。

員会議で国連人口基金（ＵＮＦＰＡ）の

題や途上国の開発問題はなかなか選挙

国会議員の役割の重要性を議員個人

連主催の政府間会議として、本年ロ－

サディヅク事務局長が言っておられた

聞き手の広瀬ＡＰＤＡ常務理事

個人が自覚して、これまで以上に人類

,

96年新時代の胎動
新春対談

マで開かれる「食料農業機構（ＦＡＯ）

の食料サミット」、「ハビタット会議員
と「難民に関する会議」が残っておりま

ん。この会議でどのような合意がなさ

に関わり続けていかなければなりませ

て、その責任からもこの問題には密接

国として、また大きな食料輸入国とし

非欧米で初めて人口転換を成し遂げた

とん詰めなければなりません。日本は

る大きな問題に対する取組みは、とこ

人類の未来を直接左右する可能性のあ

ばなりません。人口と食料問題という

実施するかという議論がなされなけれ

と調和のとれた食料開発をどのように

口をどのように賄っていくのか、環境

どのように努力をしても増え続ける人

この中でも、特に食料については、

国際的な合意が形成されたわけです。

ん。また、国際社会も国会議員の活動

省益を超えて変わらなければなりませ

づいて行動すること。同時に、行政も

家が国民代表としての責任と務持に基

信頼できるような姿になるよう、政治

ばなりません。そのためには、政治が

もてるものとなるように努力しなけれ

すぐそこに迫った次の世紀が、希望の

信じます。私達は、この動きを育み、

するための胎動がおこっているのだと

のだ、新しい時代を希望溢れるものと

従ってこれからは明るい展望ができる

かってきたので出口が見えてきた。

の始まり“であり、問題の所在がわ

る声がありますが、私は〃崩壊は再生

中山鑓その通りです。前途を悲観す

いりましょう。

望を胸に、共に揮身の努力を続けてま

なかった歴史の流れの中で、明るい希

せんか。我々がかつて経験したことの

人類の危機を乗り越えようではありま

と、決断と、実行で見事に結実させ、

ます。この〃種“を私たち人類の英知

今、ここに大きな希望の〃種“があり

ません。

類のために献身・精進しなければなり

心を捨てて国家国民、大きくは地球人

そして官僚の皆さんも姿勢を正し、私

ることです。我々、国会議員自身が、

き、支えていただいて初めて実現でき

りも、国民の皆さんに理解していただ

を充分に行うことができません。何よ

知・決断・実行で人類の未来に
明るい希望をＩ

れるのかは今後に待たなければなりま

に対する認識を深めていかなければな

広瀬窪どうも有難うございました。

せんが、本年中に、新たな合意がなさ

国会議員だけでも、政府だけでもそれ

めに切実に必要な改革・改善は、私達

しかしこのような、人類の未来のた

りません。

断の時代ですね。

広瀬”これからはまさに議論より決

れることは間違いないと思います。

すが、すでに、かなりの部分について

蕊
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Ｌ』誉

とも珍しくない。

も、短期間で実行に移すとすれば、地

球環境への負荷を増大させ、著しい環

境破壊を招く。地球規模での環境破壊

により、人類の存続すら問われている

ような現状では、食糧の増産といえど

も、軽々しく実行に移せるものではな

い。また、食糧は毎年作り出すもので

あり、エネルギーのように地下に存在

しているものを掘り出すのとは違う。

探しても、どこも見当たらず、翌年の

収穫まで待たねばならない。エネル

ギーと違うこの点の心理状況は、市場

につれ、食肉や酒の消費が増加し、飼

済成長により暮らし向きが豊かになる

く、経済成長によっても増加する。経

食糧の需要は人口増加ばかりでな

間のうちに逼迫する。需給関係の改善

にも速く、大きいと、需要関係は短期

増大の速さである。需要の増加が余り

な要因による需要の増大であり、その

目せねばならないことは、この経済的

ことは間違いない。だが、短期的に注

問題に対して、長期的には重圧になる

の状態を享受している先進国の人々か

ることはできない。少なくとも、飽食

る過程で生じているものであり、制す

は貧しかった人々が豊かな生活を求め

とはできない。また、間接消費の増大

ギーによって長期間消費量を減らすこ

場合にはエネルギーのように省エネル

次に、需要の抑制であるが、食糧の

動向に大きく影響する。

料や醸造用としての間接需要は増加す

には供給、つまり、増産に徹すること

人口の増加による需要の増大は食糧

る。この経済成長による間接需要の増

らは口出しできる問題ではない。増産

が難しく、需要の増大を抑制できない

と、需要を抑える方法がある。
食糧の増産には時間がかかり、短期

然である。

となれば、需給関係が逼迫するのは当
な増産が、たとえ可能であったとして

的な増産は非常に難しい。食糧の大幅

加の速さは経済成長の速さとも関係し
ており、経済の成長が速いほど速い。
人口の増加率はせいぜい二％程度であ

るが、経済成長率は一○％を超えるこ

ＪＪ

入量は年毎に増大している。

から輸出国へ転じた。そして、その輸

を境として食糧事情は急変し、輸出国

需要の増大と天候不順のため、九三年

る中国は、最大の生産国でもあるが、

要が急増し始めた。最大の消費国であ

く）では、九○年以降、食糧の間接需

東および東南アジア地域（日本を除

食糧不足によるパニックの発生は避け

ならば、長期的とはいわず、今夏にも

アメリカが今夏天候不順に見舞われた

準でもあるため、最大の供給国である

せ始めている。在庫率が史上最低の水

シ、大豆の国際価格は暴騰の兆しを見

ネを除く）とされる麦、トウモロコ

逼迫を裏付けるように、国際商品（イ

今日では香港、シンガポール、台湾は

ほぼ一致している（文献２）。そして、

期も人口増加の抑止に成功した時期に

が、興味あることは、経済的な離陸時

は黒田理論の指摘するところである

湾、韓国の順となっている。このこと

る。香港に続いてシンガポール、台

らの一○年間で増加率を半減させてい

港であるが、その香港は一九六一年か

先進国の仲間入りを示す一人当たりの

られない事態に至っている（文献と。

九五年末の時点では、世界の穀物の
在庫率は史上最低である。穀物市場の

年間所得の一万ドル超えを達成させ

た。韓国も九六～九七年度中に達する

勢いである。

は高度成長期に入り、途中多少の粁余曲

加の抑止に成功した頃から、日本の経済

を半減させることに成功した。人口増

四七年からの一○年間で、人口増加率

れた。だが、多くの努力の結果、一九

しい貧困と激しい人口の増加に見舞わ

である。第二次世界大戦後の日本は著

最初に高度成長を達成させたのは日本

と非常によく似ていることである。最

口増加の抑止のパターンが日本のそれ

れらの国々に共通していることは、人

間のうちに増加の抑止に成功した。こ

口増加に見舞われたが、いずれも短期

る。これらの国々はかつて、激しい人

が、今なお高い経済成長が続いてい

は過去に見られたほどの勢いはない

ポール、台湾、韓国のＮＩＥＳ諸国で

〃四つの龍“と呼ばれた香港、シンガ

となった。しかし、それでも、毎年一

域における人口増加は著しく低いもの

め、今日では、東および東南アジア地

の国々も、人口増加の抑止に努めたた

脅威は消失した。その後、東南アジア

は東アジアの地域における人口増加の

増加の抑止の成功により、七○年代に

増加率をほぼ半減させた。中国の人口

とにより、六七年からの一○年間で、

も言える一人っ子政策を実行に移すこ

加を脅威として受け止め、少々強引と

最大の人口を擁する中国は人口の増

折はあったが、高度成長は長期間続き、

初に人口増加の抑止に成功したのは香

東アジア東南アジアの国々の中で、

日本は先進国の仲間入りを果たした。
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七○○万前後の増加であり、一○年に日本が一つ誕生する勘定である。

同様に食糧の完全自給を達成すること

はできなかったが、今日のように年間

三○○○トンにも及ぶ輸入はしていな

かった。現在、輸入された穀物のほぼ

増大する。また、これらの要因は環境

り食糧の間接消費やエネルギー消費は

が向上すれば、生活様式が大きく変わ

経済成長により、人々の暮らし向き

ならない事態に至った。

動要因が余りにも大きく、注目せねば

始めたことによる諸変化に対しては変

ＥＡＮに続き、中国が経済的に離陸し

動要因も発生しなかった。だが、ＡＳ

目を寄せなかったし、また、大きな変

的な諸変化に対して、世界は大きな注

○○万弱であり、これらの国々の経済

ＮＩＥＳ諸国の人口は合計でも八○

ているのに対して、食肉のそれは四四

年間の米消費量は六○キロ以下となっ

にも達していない。しかし、現在では

あった。一方、食肉のそれは一○キロ

の年間米消費量は一二○キロ前後で

あった。その当時の日本の一人当たり

り、一人当たりの所得も低いもので

高度経済成長は始まったばかりであ

クが開かれた一九六四年頃は、日本の

の高さが世界に示された。オリンピッ

道新幹線が開通し、日本の技術レベル

リンピックが開かれる直前には、東海

ンピックが開かれた頃からである。オ

国から認められ始めたのは、東京オリ

なってしまった。その韓国では、日本

では日本以上に食糧自給率の低い国と

済成長とともに輸入量は増大し、今日

食糧事情の良い国ではなかったが、経

国である。韓国は、日本と同様に元々

あった。しかし、現在では大量の輸入

台湾は、かつて、穀物の輸出国で

らず、米は余るという現象が発生した。

糧の輸入量が増加しているにもかかわ

給が達成された。その後は皮肉にも食

り合い、七○年代初めには米の完全自

てきたことと、米消費の減少とが重な

一方、戦後一貫して米の増産を奨励し

の増大であったと言うことができる。

大幅な輸入増の最大の要因は食肉消費

半分は飼料用として使用されており、

にも大きな負荷をもたらし、地球規模

キロを超えている（文献４）。

座と韮曰懐消費の膳

の環境を著しく悪化させる。今日、

東アジアの国々では、経済成長ととも

と同じく米余り現象が発生している。
きの向上により生活様式が変わり、

に次々と食糧の大量輸入国に転じてい

東京オリンピック以降、暮らしの向
の地域は一七億の人口（日本を除く）が

人々は毎年米の消費量を二キロずつ減

ミャンマー以東の東および東南アジア
あるが、これらの国々を抜きにしては

く”食糧ドミノ“の現象が発生している。

ＡＳＥＡＮ諸国の中では経済的には

らす一方で、食肉の消費量を一キロず
つ増やしてきた。当時の日本は現在と

地球規模の環境破壊は語れない。
日本が先進国の道標として、世界各

１３

タイやマレーシアが優等生的な存在で
あったが、出遅れていたインドネシア
も九○年以降、高い経済成長を示して
いる。そのインドネシアもこの一一～三

ル生産国になることは間違いない。

経済成長の続く限り、これらの国々

ノ“の現象が及び始めた。

い中国やインドネシアにも〃食糧ドミ

めた。九三年頃を境にして、人口の多

たりの農地面積が小さいこと、農耕可

が多く、かつ密度が高いため、一人当

は、東および東南アジア地域では人口

メリカなどの先進国との大きな違い

東および東南アジア地域の農業とア

二倍の収入が得られたとしても、せい

である。麦などの二毛作が可能でその

も、畑から得られる収入は四二○ドル

○ドルである。高い値を取ったとして

な国際価格はトン当たり二一一○～二五

である。その大豆の一○年間の平均的

罠腫増産の勢

における間接消費の増大は続く。イン

能な土地はすでに農耕地とされている

年の間に、急速に食糧事情は悪化し始

ドネシアはイスラム文化圏であるた

ぜい九○○ドルである。

八○○ドルである。｜人当たりでは三

ことである。そのため、東および東南

中国には九五○○万ヘクタールほど

六○ドルで、平均所得四四○ドル（九

め、飲酒は禁じられているが、中国文

る。全穀物消費に占める醸造用の割合

の農耕地がある。低く見積もって、農

四年）より低い。穀物の価格が国際価

中国の穀物の国内価格は国際価格よ

は八一年の六％から九一年のそれは一

民人口が全人口の七○％であるとして

格の二倍であり平均所得より低いわけ

アジアの地域では増産に対して、その

三％へと増加し、飼料用消費の増（’

も、その数は八億四千万であり、｜人

であるから、統計学的な見地からして

化の中から酒を除くことはできない。

六％から二三％）をはるかに上回って

当たりの農地面積は○・一一ヘクター

も、都市労働者による少数の高額所得

り、かなり高くなっているが、二倍と

いる（文献５）。

ルである。夫婦と子供一人、それに両

層と圧倒的多数の貧しい農民層の存在

可能性はアメリカなどの先進国に比較

九三年には中国のビールの生産量は

親を合わせて一家五人家族であるとす

を読み取ることができる。

中国における酒消費の増大による間接

ドイツを抜いて、アメリカに継ぐ世界

ると、二戸当たりの農地面積は○・五

今日、中国では少数の都市労働者と

しても、年間の所得は一家族当たり一

第二位となった。ビールの生産量は毎

五ヘクタールである。大豆は一ヘク

多数の地方農民（大都市周辺を除く）と

して非常に低い。

年一五～二○％ずつ増加しており、二

タール当たり三トン前後の収穫が可能

消費の増大は特に注目する必要があ

一世紀初頭には、中国が世界最大のビー

耳
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｜人当たりの農地面積が狭いこと

政策ともいえる。

の姿勢は所得格差の解消を目的とした

大きいが、価格の上昇を容認する政府

フレは食糧価格の高騰によるところが

にはインフレ抑制は急務である。イン

げるわけにはいかない。一方、経済的

解消を進めるためには、穀物価格を下

と密接にかかわっている。所得格差の

いる。この所得格差の解消は農業問題

の間の所得格差が大きな問題となって

～’○頭の子供を産み、八ヶ月で売り

長が速く、よく太る。ブタは一度に九

にする。酒粕が効果を示し、ブタは成

などを買う。諸味や酒粕はブタの飼料

今度はブタの飼料としてトウモロコシ

だが、やはり、二○○○元程は入る。

酒を作り、売る。高くは売れないそう

破砕米を二倍ほど購入する。その米で

売り、二○○○元程を得、それで安い

や多く八○○キロであった。良質米を

は○・八ムーであり、米の収穫量はや

あった。この農家も所有している士地

などの飼料用穀物が不足し始めている。

二○○○キロも離れた内陸部でも、雑穀

不足が深刻化する。事実、沿岸部から

でも飼料用穀物の需要が急増し、穀物

とが盛んに行われ始めると、農村地域

ある。だが、問題もある。こうしたこ

けの収入に比較し、実に一○倍以上で

捉えた見事な換金方法である。農業だ

この方法は現在の中国の生活実態を

上であった。

る。年間の総収入は一万五○○○元以

に出され、一頭、一二○○元前後であ

食べずに売りに出し、安いトウモロコシ

○○～七○○キロである◎できた米は

メートル）であった。米の収穫量は六

積は○・八ムー（ｌム１⑪四○四七平方

グァイなどの平野部の多い南米であ

カとブラジル、アルゼンチン、パラ

界的に見て、増産可能な地域はアメリ

後の大幅な増産は難しい。しかし、世

東および東南アジアの地域では、今

蓄率が史上最低となっていることと、

るための時間を要する。現在は穀物備

し、南米の場合には新たに農耕地とす

アメリカは速やかに対処できる。しか

問題は時間である。増産に対しては

嗜一産司・艶

と、農業に適した処女地が殆どないた
め、農民の所得を大幅に上昇させる手

段は極めて少ない。ＪＯｌＣＦが家族
計画を指導している貴州省の少数山岳

などを購入していた。野菜などを作り、

る。アメリカでは現在、農耕地のおよ

需要が急増している折りでもあり、

民族では、一家族当たりの土地所有面

収入の増大を計っていたが、｜人当たり

そ一○％が休耕中である（文献６）。休

ない。食糧の生産量は天候状態にも大

センティブは価格の上昇が必要である。

の所得は一○○ドルに達していない。

少々の増産では備蓄の積み増しはでき
は可能である。だが、増産に対するイン

耕中の十一地で作付けが行われれば、増産

その中で、都市に近い農家で非常に
興味ある換金農業を行っていた農家が

'５

の積み増しが容易ではなく、状況は大

た、たとえ豊作であったとしても備蓄

パニックに陥ることは必至である。ま

つに見舞われれば、世界の穀物市場が

九六年度に、もし、アメリカが干ば

ない。

干ばつに見舞われれば増産どころでは

年を最後に干ばつは発生していない。

三～四回干ばつに見舞われたが、八八

きく依存する。アメリカは八○年代に

る時が来た。

た。食糧確保の安全保障を真剣に考え

ソン大統領は大豆に禁輸措置をとっ

を課した。また、七○年代初め、ニク

に対して、事実上輸出禁止に近い関税

ことである。九五年末にはＥＵは小麦

されずに、時として、購入不能に陥る

が発生した場合には価格高騰では済ま

ておかねばならないことは、パニック

きく改善されるわけではない。注意し

化しつつある日本には特に需要である。

とである。健康食の導入は急速に高齢

り、成人病予防に有効であるというこ

た肉食生活よりはるかに健康的であ

年注目すべきことは、麦食を中心とし

とである。こうした食事の様式で、近

動物蛋白の摂取で生活が維持できるこ

と小魚などのミネラル分を含む少壁の

蛋白質が含まれ、大豆などの植物蛋白

米食の利点は、米には麦より多くの

現在、日本の社会は急速に高齢化し

つつあるが、経済成長と同様に東およ

び東南アジアの地域も日本の後を追う

麦を主食としていた地域が米に移行す

化と小麦文化が混在しているため、小

韓国でも発生している。中国では稲文

題となっているのは日本だけでなく、

が低下する中で、米の余剰が深刻な問

需要が減少し余剰傾向が続く。自給率

の需要が増大し不足する一方で、米は

皮肉にも、小麦、トウモロコシ、大豆

｜、東および東南アジアの地域では

産が可能であることから、短期的には

もベトナムなどを中心として大幅な増

口増加の抑止に成功したことと、今後

麦不足を招く。一方、米に対しては人

する小麦消費の増大は、今後深刻な小

麦の耕作は難しい。肉食とともに発生

地域では中国の黄河以北を除いて、小

物であれ減産させてはならない。この

要は確実に増加するため、どの種の穀

二、東および東南アジアでは穀物需

にも）製品も、工夫により、製造可能

によるソーセージなど優れた（健康的

ある。また、最近の技術では植物蛋白

は米食の利点を強くアピールすべきで

にする努力は必要である。そのために

しいが、増加のペースを緩やかなもの

食肉消費箪の増加を抑えることは難

し、日本以上である。

六五歳以上の割合）は一九・六％に達

海地区では高齢化率（全人口に占める

齢化社会に突入する。事実、中国の上

ごとく、二一世紀の初頭から次々と高

るため、日本や韓国ほど問題は顕著に

供給不安は生じない。

刀ｉ毛一Ｆ

はならない。
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し、米消費の減少と食肉消費の増大を

である。米食の利点を強くアピール
を推し進める必要がある。

ＯＤＡなどを通して積極的に経済協力

題は二一世紀における最大の懸案事項

生活環境は日増しに悪化し、都市化問

より、土地からの収穫が少ない。その

水耕栽培が主であるため、畑耕作の麦

米食の利点は他にもある。稲耕作は

は避けることができる。

き、この地域における深刻な食糧不足

を、より緩やかなものとすることがで

南アジア地域における食糧需要の増大

抑止することができれば、東および東

満が募り、政治的な基盤を揺るがす。

ると、圧倒的な人口を持つ農民層の不

に、価格の低落により農業を疲弊させ

得を向上させ、生活を安定させる。逆

占めている。価格の上昇は農民層の所

は依然として農業人口が圧倒的な数を

面もある。日本を除くこの地域の国々

ジアの地域においても、利点を生ずる

一方、価格の高騰は東および東南ア

四、九五年五月に東京でＯＢサミッ

併存は極めて難しい。

力せねばならない。経済発展と農業の

退に歯止めを掛けることに積極的に協

地域を再生させ、この地域の農業の衰

が、日本は自らの荒廃しつつある農村

疲弊がこの地域全体に広がりつつある

食糧のドミノ現象とともに、農村の

でもある。

ため、連作が可能であり、投下肥料を

政治的な基盤が揺るげば経済的な発展

専門家委員会を通じて、提言論文を書

少なくすることができる。環境問題の

農業を疲弊させてはならないことは

かせていただいた。だが、フレーザー

トが開かれた。議長の故福田元首相

三、東および東南アジアの地域では

環境問題の立場からも言える。農村の

・リポートに見られるように、食糧問

もない。中国がＡＰＥＣ会議におい

需要は急増する一方で、増産が難し

疲弊は山村の荒廃をもたらす。このこ

題に対しては楽観主義には一応の模を

見地からすれば、このことは非常に重

い。そのため、価格の上昇は避けられ

とは日本が経験済みである。この地域

打ち込むことには成功したが、フレー

は、日本からの提案議題として”人口

ない。アメリカや南米では中長期的に

はほとんどがモンスーンや熱帯雨林気

ザ１、マクナマラ両氏の楽観論に押し

て、農産物の自由化を強硬に反対した

大幅な増産が可能であり、天候不順で

候であるために雨量が多く、また、山

切られてしまった（文献８）。詳しくは

要な要素である。

さえなければこの一○年ぐらいは、価

岳地帯も多く、山間部の荒廃は日本以

別紙に譲るとして、終始、私が強く主

と食糧“を持ち出した。国内及び国際

格の高騰は避けられないものの、深刻

上に深刻な環境破壊を招く。さらに、

理由はここにある。

な不足は生じない。だが、南米では大

張したことは下記の如くである。

ものの生産に対しては、工業や農業

農村の疲弊は都市化現象により一層拍
車をかける。今日、この地域の都市の

きな環境破壊を伴う恐れがあり、食糧
増産により生ずる環境破壊に対しては

J７

到来の危険性は決して解消されない。

わざるをえない。発展途上国における

ないのであれば、余りにも無責任と言

アフリカなどのような状態を救済でき

業をつぶした上、食糧を供給できずに

可能であるとしても、発展途上国の農

生しているではないか。たとえ、供給

ことは現実問題として、アフリカで発

り十分な量を購入できない。こうした

発展途上国は、今後とも外貨不足によ

要増に十分対応可能であるとしても、

ならない。先進国側は増産により、需

であり、発展途上国の増産を妨げては

需要の急増が発生するのは発展途上国

駆逐されてしまう。一方、今後、食糧

由化を求めれば、発展途上国の農業は

や南米がよほど大幅に増産しない限

らざることを意味し、今後、アメリカ

でなければ、食糧の積み増しは容易な

ことは、アメリカと中国の天候が順調

蓄の積み増しが進行しなかった。この

あったが、中国は不作であったため備

四年度はアメリカが空前の大豊作で

保障を確立しておかねばならない。九

る側も、危機に対してしっかりと安全

ことである。一方、食糧の供給を受け

にはっきりとした行動を示してからの

要な食糧を確保できない状態）の解消

上存在する絶対貧困者（生命維持に必

え切れるような備蓄を準備し、八億以

を求めるのであれば、天候不順でも耐

発展途上国にもＷＴＯの完全自由化

石油供給国となっている湾岸諸国は

めた。はなはだ危険な行動である。

めにイランへ大量の武器輸出を行い始

増する中で、中国は石油を確保するた

国から輸入国へと転じた。輸入量が急

そして、九四年には中国は石油の輸出

ネルギーの大量輸入国に転じている。

国、台湾の順で食糧と同じように、エ

共通している。その結果、日本、韓

なかった速さであり、この地域全般に

る。こうした状態は日本ですら経験し

しても不足を補いきれない状態であ

毎年二○％増の割合で発電設備を建設

刻で、潜在需要の伸びは異常に高く、

は急増中である。特に、電力不足は深

は経済成長とともにエネルギーの消費

る。今日、東および東南アジア地域で

上最低の水準に至らしめ、天候次第で

ＷＴＯ完全自由化の問題は、こうした

り、パニックに対して現状のような綱

イランとイラクを除き、全ての国が今

にかかわらず生産性が高いのは先進国

地域における食糧の不足の問題が解決

渡り状態は一向に解決されない。大量

なお王制である。それも、政治から経

は今夏にもパニックの発生を現実化させ

されてからのことである。

の穀物の備蓄に対しては巨額の資金を

済に至る一切の権限を掌握した王制で

である。ＷＴＯが世界の流れであると

以上は私が専門家委員会で、特に、

必要とする。急増する東および東南アジ

あり、世界の趨勢からは大きくかけ離

五、エネルギーに対しても同様であ

強く主張した点である。大幅な増産が

アの需要増に対して、日本が中心となっ

れている。今日、これらの国々からも

た供給国側（先進国）の責任は実に重い。

可能であるにもかかわらず、価格調整

て安全保障に取り組まない限りは、危機

して、農産品をも含めて例外なしの自

のために生産を抑制し、穀物備蓄を史
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能性は高い。このことは、今日のイランく超えている。湾岸諸国のいずれかの

と、後には深刻な問題を背負いこむ可は、第一次石油危機直前のそれを大き

の場合、王制側に強く荷担したとなる中東依存度は年々高まり、九五年末に

期化し、次々と波及する。さらに、そ九○年以降、日本の石油とＬＮＧの

て、｜度不満が爆発すれば、問題は長率を年々高めている。

の基盤は日増しに脆弱化する。そし東諸国に大きく依存しておりその依存

達の不満は高まるばかりであり、政治および東南アジア経済圏は、唯一、中

変更でも行わない限り、帰国した若者ギー確保の道を開いている。一方、東

る。王家がよほど思い切った制度的な．や中南米を域内に取り込み、エネル

なっている先進国の国々に留学していやロシアを含め、ＮＡＦＴＡはメキシ

多くの若者達が共和制が当たり前ととＮＡＦＴＡとは、ＥＵが北アフリカ

は無責任と言えよう。

行動能力を持った国が何もしないこと

性の高い危機に対して、日本のような

決して悪いことではない。逆に、可能

全保障のために互いに協力することは

国々が、安定した将来を見据えて、安

ではないが、相互の利害が一致する

陰な地域主義の主張は決して良いこと

ＮＡＦＴＡをはるかに超えている。狭

日本とこれらの国々の貿易量はＥＵや

ば、日本の経済は大きく震憾される。

が経済的に大きなダメージを受けれ

五年伽卵）

８「人口と開発」アジア人口・開発協会二九九

７「アメリカ農務省報告」二九九五年十二月）

６「アメリカ農務省報告」（一九九五年十二月）

５「中国年鑑」二九九五年）

４「昭和国勢総覧」食糧需給表（平成四年度）

３「ＵＮＦＰＡ」二九九五年）

二九九二年九月号）

２「アジア時報」アジア調査会〈毎日新聞社内〉

ｌ「静止人口・社会」電力新報社二九九三年）

（文献）

とアメリカの関係に明白に表れている。国で内乱が発生した場合には、経済的
現在、世界の経済圏はＥＵ、ＮＡＦな大混乱は避けられない。東および東

ＴＡ、日本を含む東および東南アジア南アジア経済圏の国々も同様である。
経済圏との三つに大別される。エネル一方、ＥＵやＮＡＦＴＡでは石油確保
ギーの安全保障の面から見ると、ＥＵの道は開かれている。事実、アメリカ
皿から見ると、ＥＵの道は開かれている。車壬夫、アメリカ
の中東依存度は、すでに、

大得Ｊく化え位数％に下がっていて、中東
ロ立修本よ文考１

石油やＬＮＧの確保が難

》》》一『｝》》》》》》輻ご｛旧》一》『曰俳』｝軒

●“議麩鐸錘倒懸副泗び東南アジア経済圏の国々

J，

2gPE

Ｋａｂｗｅ

利用は食料増産に重要な役割を果たし

課題となり、多くの国で食 科増産プログラムが実

一九七○ 年代にアフリカでは食料増産が緊急の

る研究」の一貫としてザンビア共和国

る低湿地の農業利用と環境保全に関す

筆者は一九九四年「アフリカにおけ

ている。

施された。しかし、それら のプログラムのほとん

にて現地調査を行い、ダンポと呼ばれ

『はじめに

どが失敗に終わった。その 原因はアフリカで行わ

る低湿地を利用した農業形態の一貫を

10宅

1OoE

指導力、資金の

しかし、政府の

な地形は地域により異なった名前が用

表したりもする。また、ダンポのよう

域によりこの方言は大河川の扇状地を

注ｌ

れてきた小規模の伝統的農業に変わり大規模集約

d0pE

垣間みる機会をえた。ダンポとは森林

20PＳ

的農業を推進したことが原 因と考えられる。特に

ｃ～●

地帯に挟まれた浅い谷の草本植生の狭

炉｡

大規模農業は灌概設備を伴 う農業基盤整備と高収

－．１

い地形を表す方言である。しかし、地

援助の不足によ

いられている。（例えば、日：巨鴨》

ている。さらに南部、西部アフリカで

を中心にダンポの九○％程が利用され

ジェリア北部では換金作物、食用作物

り、農業上重要な意味をもち、ナイ

年を通して低地部では潅水状態であ

地形的特徴から、乾燥地であっても一

日日○円・》〔Ｐ目白Ｐす。房等）ダンポの

勵

１り、十分な成果
用

媚は挙げ『りれな

峰かつた。これら

３

噸の結果から政府
Ｉ

血は方針の転換を

洲必要とされ、小
ｔ

帷規模灌概による

に

３

０

は水稲、野菜牧草地等として積極的に

しかし、ダンポの農業利用は周辺集

農地利用が行われている。

図用水の確保が可

水域の森林植生から草地植生への移行

調特に十分な灌概

鋼伝統的農法が再
華び見直された。
能である湿地の

現地四五は文部省科学研究UR禰助金国際学街研究（扉皿番号06041007）により実施した。

注

人一人．４

量新品種、栽培技術の導入 が必要不可欠である。
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小規模農業のゆくえ
･ロンビア兵０国

ダンポが支える小規模伝統農法

2，

ザンビア共和国／小規模農業のゆくえ

辺環境の微妙なバランスの上に成り立

する。このような状況からダンポは周

壌浸食の発生、ダンボの乾燥化が進行

により水分環境に変化をもたらし、土

人口圧が弱く、さらに

部アフリカ諸国に比べ

た。この原因は他の南

は一般的ではなかっ

境上の問題が顕著で

ダンポの停滞水が不安

ここでは一九七○年代後半よりダン

あったからとされてい

尾行徴的な地形であると言っても過言

ポの農業利用が行われているザンビア

る。しかし独立後の政

定で、衛生上、自然環

の首都ルサカ近郊に位置するチネナ村

府の経済政策は都市部

ではない。

（図ｌ）におけるダンボの農業利用の一

と農村部の経済格差の

●隅田裕明くすみだ．ひろあき＞

1978年日本大学麗獣医学部農芸科学科
卒、日本大学大学院農学研究科修士課程
を経て、1981年日本大学農獣医学部助手
1985年日本大学農獣医学部専任講師現

在に至る。
農学博士ｂ

［Matsumato（1993）より引用]'０》

けては一一・八％に増加した。一九七○

し、さらに一九八○～一九九○年にか

け農村部の人口増加率は一・六％を示

ンビアでは前述のような背景から利用

関しては法的な規制が存在するが、ザ

他の南部アフリカ地域ではその利用に

バランスの上に成り立っているため、

ダンポは地形的に微妙な自然環境の

年代後半になり農村部への人口流人に

に関する法規制がないことからその利

０

伴っ農地不足を解消するためにダンボの

用を拡大した。

へ移動し、一九六九～一九八○年にか

部の余剰人口は農村部

いた。その結果、都市

食料品価格の上昇を招

昇、賃金の低下および

都市部では失業率の上

流人を引き起こした。

拡大、都市部への人口

り

端とその問題点を紹介する。

二、ザンビアでの

ダンボ利用の背景

1955年生れ。

図２チネナ村ダンボの分布図●：農家の分布

利用が積極的に行われるようになった。
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九六四年独立当時はダンポの利用

！

ｗいゃ

剣。

凹

剋

岸

［KodamayaO993）より弓 用]６

Provinces

各農家の出身地別人口
は常に停滞水が存在するが、筆者が調

きな蟻塚が点在する。最も低い部分に

メートルの小規模なもので周囲には大

一キロメートル、幅一○○～二○○

面を図３に示した。このダンポは長さ

カンチョンチョダンポの地形と縦断

る。（前頁・図２参照）
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図４チネナ村の人ロ動態

査した時期は乾期の終わりであり、ま

ｏＩｉ

Iｅ

ａＩａ

NSenga

ｎ.ａ

伴い七地区に分割され、各地区に区長が

二地区に分けられ、その後の人口増加に

指導のもとに、村は地形的条件により

○三月目が村長に選出された。彼の

より移住し、村民選挙により旨・ロ

村民は一九七四年に三百ｍ四シ司田

在しなかった。

た前年が小雨であったため停滞水は存

Ｍａｍｂｗｅ･Ｎａ

三、チネナ村の概況
チネナ村は首都ルサカの北九○キロ
注２

メートルに位置し、六個の汀の目尋自の『

」四日す。が巨口同○日すの川上流部に存在
し、約九○戸の農家がダンポ周辺の高
台に点在している。ほとんどの農家は
四のｐ二日四己：日す○周辺に存在する
が、調査対象としたカンチョンチョダ

ンボは、最も上流部に位置する小規模

ｇ｢as５
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なダンポで、農家戸数は、一八戸であ
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upland

カンチョンチョダンボの土地利用
と縦断図
［Matsumato（1993）より引用］
図３

主２ダンポの地形的分類、最も多く分布し、谷の上流部に形成される。
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ダンボ低地部
の外観

ンバブエ、タンザニア等からの移住者

部族より構成され、特筆すべき点はジ

村民の出身地は様々な部族、近隣国の

選出されている。図４に示したように

因であろう。ま

いことも一つの要

○口ご己の門すの戸に近

工業基盤である

ナ村がザンビアの

た、ジンバブエよ

り移住した村民は
牛耕とダンポ利用

の農業等新たな知

識をチネナ村に導
入した。彼らの存

在がダンポの利用
にとって極めて重

要な役割を担った
と言っても過言で
はない。

また、この村の
地理的要因も農業

形態に大きな影響
を及ぼしている。

チネナ村はザンビア共和国の首都ルサ力で販売するとともに国道沿いの露天

ヵより約九○キロメートルの距離に位商も見受けられ、容易に現金収入を得

置し、○巨弓の同すの」←に通じる幹線国道ることができることから、経済的には

より六キロメートル程離れている。こ他の農村部に比べ優位であるとも考え

の地理条件を反映し、野菜などをルサられる。

2３

国道沿いでのトマト販売の露店

が含まれている点である。これはチネ

鱗

四、カンチョンチョダンボ

るものとダン
ボを利用する

ものである。

巨已色。」での

の土地利用
チネナ付には二つの農業形態が存在
農業は雨期の

れるが、ダン

け体系で行わ

は同様の作付

方、ダンポで

される。一

に大きく左右

の年の降水量

での収量はそ

が、口ご一目」

栽培を行う

どの野菜類の

ト、スイカな

であるトマ

らに商品作物

収穫する。さ

年五～六月に

植え付け、翌

あるメイズを

に主食穀物で

始まる十一月

する、ダンポ周辺の：｝：」を利用す

スイカを売る鰯天商たち

ダンポでのメイズの栽培

2＃
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あり、商品価値の高いトマト、スイカ等

より、一年を通して作物栽培が可能で

ポに存在する停滞水を利用することに

ンポでの発生率が高く、作付け体系を

赤さび病の発生が認められた。特にダ

ト、スイカに連作が原因と考えられる

したところ、特に商品価値の高いトマ

ているようである。

は農民の出身部族の農耕伝統を反映し

Ｈダンポでの耕作は極めて重要であ

する考え方は以下のように大別される。

変動する。また、農民のダンポ利用に対

然条件、特に降水量によりその面積は

の栽培が主体であるためにその年の自

均○・四ヘクタール程で、巨已②己ｇで

での栽培面積は大小様々であるが、平

地形で常時停滞水が存在し、さらに周

分類される。地形的にダンポは浅い谷

る。チネナ村の場合は、Ｃ貝曰凹白》・に

ロ、日す。さらに両者の中間型のものであ

花崗岩に由来する胆五・五以下の、２局

来する川六・五以上のの言のｇ忌日す。と

より三種類に分類される。石炭岩に由

一般にダンポの土壌は母材の種類に

土壌肥沃度

五、ダンボと周辺眉盲昌の

の野菜栽培が主体である。

見直す必要が認められた。

り宮ｂ一目ロでの耕作は保険である。

辺巨已：』より粘土、シルト等の細粒

チネナ村の農家一戸当たりのダンポ

ロダンポでの耕作の重要性は高まる

画分が流入する。その結果、巨已自口は

る粘土、有機物が流亡した肥沃度の極

だろうが、現時点では目］：」に主
ロダンポでの耕作は安定性に欠ける

めて低い砂質土壌となる。一方、ダンポ

土壌肥沃度を維持する重要な画分であ

ため、■で｝自旦でのメィズ栽培を主

では周辺より流亡した粘土、有機物が集

体を置く。

体に行う。

積した黒褐色を呈する士壌が存在する。
な考え方と消極的な考え方があり、大

が狭い地域に存在することによる弊害

このように両極端の性質を持つ土壌

、

このようなダンポの利用には積極的

多数の考え方は後者のようである。ま

も予想される。土壌中の粘土、有機物

画分はマイナス荷電を有するため、施

た、後者の消極的な考え方をもつ農家
ほど家畜頭数も多い。このような相違

Z５

現地調査で野菜類の生育状況を観察

ダンボでのレイプの栽培

÷

吸着、保持する能力が高く、それらの

用されたプラスに荷電した肥料成分を

活用水としても利用されることから、

用水として利用されるばかりでなく生

の人口増加に伴い、ダンボだけでなく

留意する必要がある。また、チネナ村

管理、施肥および作物栽培体系に十分

大し、一九八二年の航空写真と比較す

周辺自然環境、住民の健康にも影響を
ザンビア共和国でのダンポの農業利用

ると、周囲の森林の減少が進行してい

吸着力を越える成分はダンポ底部に存

は南部アフリカ諸国の中では初期段階に

る。このことは森林地帯の保水性の減

周辺こ□］目」の農地としての利用が拡

あり、依然としてダンポ周辺色で｝Ｐ目

少を招き、砂質土壌では雨期の降雨によ

及ぼすことが予想される。

の利用が主流であることから主要穀物

る土壌浸食の被害を大きくしている。
薬の使用は必要不可欠である。さらに

現在は政府による肥料、農薬の援助が

使用され、また農薬の使用量について

の場△Ｒ年間に約三○トンの化成肥料が

の必要最小量を確保することが多くの

か二十年程であり、農業生産は各農家

この地域のダンポ利用の歴史はわず

行われていることも手伝って、チネナ村

は詳細は不明であるが、量の○一○ケ自署、

農家の目的である。さらにダンポでの

果、巨己］自口に存在する砂質土壌でも

土壌肥沃度に及ぼす影響を評価した結

理化学性を検討し、農民の土壌管理が

筆者は巨已Ｐ目より採取した土壌の

は減少したものの、農村部での人口は

により農村部から都市部への人口移動

るの庁『ロ。Ｅ日｝し一二ｍ《日の日勺８ｍ【ロ曰

会経済情勢の変化とザンビア政府の進め

約半分に達しようとしている。工互社

農業生産量は、この地域の総生産量の

牛糞堆肥を中心にした有機物施用によ

さらに主食穀物であるメイズの売値

は拡大している。

依然増加傾向を示し、土地の農業利用
響が認められることから、今後の士壌

確認した。さらに地下水にも施肥の影

９

り土壌理化学性は向上していることを

いる。

Ｏ

一《【胃巴の言と称する農薬が使用されて

結語

であるメイズの栽培には化成肥料、農

在する停滞水および地下水中に溶解す

る。これら停滞水および地下水は農業

uplandでのメイズの播種
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割を果たすだけでなく、安定した収入

にとってダンポの農業利用は重要な役

予想される。このような背景から農家

が、今後は主要な収入源となることが

依然として付加的な現金収入である

農家にとって、ダンポでの作物栽培は

に不安定となっている。現在は多くの

在は規制が解除され、その価格は非常

と市場価格は統制価格であったが、現

の停滞水位の低下、井戸水への硝酸濃

チネナ村では土壌浸食の拡大、ダンポ

肥と農薬の利用が欠かせない。事実、

物収量を増加させるためには多量の施

考えられる。このような砂質士壌で作

的な農業利用にはいくつかの問題点も

な存在である。しかし、ダンポの安定

安定的な農業生産を維持する上で重要

小規模のダムの役割を果たすダンポは

規模農業には灌概水を確保する上で、

欠である。

利用に関する広域的な研究が必要不可

い。今後ダンポを含めた低湿地の農業

要性はさらに高まることは間違いな

てはダンポでの安定的な農業生産の重

ア経済の状況からも小規模農業にとっ

る。また、農村部の人口扶養、ザンビ

染にも十分に注意をはらう必要があ

に増大すれば、その結果生じる環境汚

ダンポの農業利用面積が、今後さら

(2)，５７－７３．
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余

由爪
が縄ぬる宗宗の地蹄
問瑁・・・材

共同通信編集委員兼論説委員

鯵西内正彦

議を取材して、人口問題についての先

る。国連が主催する過去三回の人口会

も密接に人口とかかわる人口問題であ

少子化、高齢化、女性の地位……どれ

健、家族計画、飲料水、教育、住宅、

環境、南北問題、過密過疎、失業、保

○年余りになる。貧困、食糧、飢餓、

現状や解決に向けての行動を読者に

行するかにかかっている。人口問題

ＧＯ）が行動計画をどれだけ着実に実

各国政府、国連機関、非政府組織（

推計である七十六億人に抑えるには、

二○’五年の世界人口を、国連の中

たのは、時代の流れを象徴していた。

ギであるとの主張が全面に打ち出さ

性の地位の向上が人口問題の解決の

での「行動計画」を採択した。中でも

進国、発展途上国の対応の変化を目の

え、行動計画の進捗状況をチェック

人口問題を取材するようになって二

当たりにしてきた。問題の複雑さと、

るというメディアの役割の一端を担

ていこうと私は思っている。

立ちふさがる数々の障壁にとまどうば

を緩めるために九五年’二○一五年ま

国際人口開発会議は、人口増加の速度

一九九四年九月にカイロで開かれた

かりだ。

れ力女

位

Ｎ

つす伝の

ふきg丸一
9

→－．-七二一函一

圏禦

騨力

無／
82.

諏乏

蛤

鐸
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〔写真･右〕カイロで開かれた国
際人ロ開発会議の本会議場

ことだ。白髪になっても現場で取材を

のは、西側の記者に高齢者が多かった

目。初めての海外取材で印象深かった

力の入れ方だった。社会部記者十年

大幅に修正されたものの、人口問題を

妊薬）」とやり返したのである。原案は

であり、「開発こそ最大のピル（経口避

の大量生産Ｐ大量消費こそ問題の元凶

した。これに対し、途上国側は先進国

環境問題の背後に

人口問題に関心をもち始めたのは、

できるような立場にいたいと思い、それ

社会経済開発と統合して考える必要性

人ロ問題

’九七二年六月にストックホルムで開

が実現しているのは実に幸運である。

れる市民フォーラム（今のＮＧＯ

者が国連人間環境会議と並行して開か

がっていた。水俣病、カネミ油症の患

幅広い環境問題へといううねりが広

環境庁が発足、公害問題からさらに

の向上に向けて英知を出し合おう、と

増の速度を緩め、経済発展や生活の質

ムの考え方から、発展途上国の人口急

「宇宙船・地球号」というグローバリズ

会議だった。人間環境会議で浸透した

口問題を真正面から取り上げた政府間

出向いた。この会議は国連が初めて人

トで開催された世界人口会議に取材に

私が担当したのはブカレストの帰路

（ダイヤモンド社）として出版された。

れた一連の企画記事は「日本の食糧」

た。六○を超える加盟新聞社に配信さ

食糧問題を通年企画のテーマに据え

になっていたため、共同通信は人口、

ローマで世界食糧会議が開かれること

口会議が開かれた。その年の十月には

会議に向けて日本では第一回日本人

が盛り込まれた意義は大きかった。

フォーラム）に参加し、経済大国・日

いうのが目的だった。だがストックホ

立ち寄った〃人口爆発の現場”インドの

’九七四年、ルーマニアのブカレス

かれた国連人間環境会議を取材したと

きからだ。環境問題の背後に人口問題

本の公害を”告発“するとあって、各社

ルム会議とは対照的に、日本からの取

カルカッタでのルポだった。キリスト

がある、という認識を強くもった。

とも五人以上の記者を派遣するという

材陣は東京から一人、ヨーロッパの特

教系ボランティア団体の案内で、ごみ

て寝ている路上生活者、高級乗用車で

派員が一人という具合で、関心の違い

各国政府、国連機関などが人口政策

送迎をしてもらう上流階級の女学校な

捨て場の近くのスラム、布にくるまっ
を実施する際のガイドラインになる

どを視察した。

後の一九九四年冬にカルカッタを訪れ

その時に見たスラム状況は、二十年

「世界人口行動計画」の審議は紛糾し

た。アメリカを中心とする先進国は、
途上国の人口増加を抑制すべきと主張

2９

を如実に示していた。

略歴：1939年高知県生れ。
早稲田大学を卒業し1962年に共同
通信社入社。本社社会部次長、仙
台支社編集部長、熊本支局長など
を経て現在圏集委員兼鏑脱委員。

●西内正彦<Iこしうち．まさひこ＞

報告とほとんど変わっていなかった。

口基金事務局次長の北谷勝秀さん）の

たＮＧＯ「２０５０」（代表・元国連人
感じた。

格差を解消することの難しさを改めて

「南」という構図の中で、南の中の南北

資源を浪費する裕福な「北」、貧しい

家族計画を

国際的に認知

さえあった。

これは南北対立が鮮明だったブカレ

スト会議の審議とは大きな違いだっ

た。メキシコ会議は人口と開発が対立

するものではなく、人口問題解決を最

優先にし、家族計画の必要性を国際的に

認知した会議だったとも言えるだろう。

千万人に増えていた。年間増加率は七

千万人。それが八四年には四十六億六

人口問題解決のために女性の地位の向

「世界人口行動計画」から一歩進んで、

続実施に関する勧告」が採択された。

会議では、「世界人口行動計画の継

四年の年率二％から一・七％に下がって

上の必要性が勧告の一章として独立し

一九七四年の世界人口は三十九億九

はいた。しかしアフリカ、中南米での

たのが特徴だった。

東京へ原稿を送るにはブカレスト、

低下のテンポは鈍く、低下の顕著な東
アジアとの格差は広がっていた。

アフリカ、中南米諸国は人口増加を抑

の政府代表の発言に表れていた。特に

周年を記念して「二十一世紀の人口に

ステルダムで国連人口基金が創立二十

一九八九年十一月、オランダのアム

メキシコではテレックスが主体だっ

えないと、生活の質の向上を目的とす

関する国際フォーラム」を開いた。将

数の増加という事実の重みが一九八

る社会経済発展が達成できないとし、

来の世代のために環境、資源との関連

た。国際電話代は高くつき、回線事情

家族計画を含め人口問題解決のために

性を重視した人口政策を進めるととも

四年八月、メキシコ市で開かれた国際

取り組んでいることを表明した。合わ

に、次世代の出生動向を握る女性の地

もあまりよくなかったからだ。

せて先進国の経済的、技術的援助を求

位の向上の必要性を認識すべきだとす

人口会議の一般演説の中で発展途上国

めた。学校の成績発表会のような様相

3０
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このフォーラムを取材していたのは

画」を採択した。女性の健康の権利を

健康と権利）が重要であるとの「行動計

・ヘルス・ライッ（性と生殖に関する

ることで、それに必要な家族計画など

を個人、カップルが責任をもって決め

は、いつ、何人、産むか、産まないか

る「アムステルダム宣言」が採択された。

毎日新聞編集委員と私だけ。五年後の

の情報やサービスを受ける権利のこ

と、とされている。基本的人権の一つ

真正面に据えた会議だった。
リプロダクテイブ・ヘルス・ライッ

国連人口会議に向けて意義のある内容

だったから、最終日の十一月九日には

にチャンネルを合わせた。壁の上に

慌ててテレビのスイッチを入れＣＮＮ

ました。原稿は圧縮してください。｜

電話が入った。「ベルリンの壁が落ち

稿を書き始めた。間もなくデスクから

定をホテルからファックスを送り、原

政府代表団にＮＧＯ代表が三人加わっ

が不可欠になった証拠でもあるｃ日本

レベルで活動しているＮＧＯとの協調

例になった。諸問題の解決には草の根

てＮＧＯフォーラムが開かれるのが慣

来、国連会議では政府間会議と並行し

一九九二年の国連環境開発会議以

なのである。

立った若者がハンマーを振るい、大勢

たのは画期的なことだった。こうした

外信部デスクにかなりの行数の出稿予

の人が笑顔で拍手している姿が写って

潮流は、第四回世界女性会議での代表

団構成にも引き継がれた。

一九九五年には北京で第四回世界女

性会議が開かれることになっていたた

国際人口開発会議は、人口増加の速度

一九九四年九月にカイロで開かれた

ワープロ通信、というのも十年の間の

目立った。原稿の送信はパソコン・

く、女性記者が書きまくっていたのが

め、日本からの取材陣は比較的手厚

を緩めるために新しい理念として「女

技術革新の進展を示していた。

権利を正面に

女性の健康の

いた。冷戦終結の始まりだった。

国際人ロ開発会議のＮＧＯフォーラム開会式

性の地位の向上と能力の強化（エンパ

ワーメントビを全面に打ち出し、その

具体策として女性のリプロダクテイブ
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国会議員の
役割が重要

ＡＰＤＡは八四年から「人口と開発に

来のカギを握っている、との認識から

開き、この地域の国会議員の交流と協

関するアジア国会議員代表者会議」を

力を促進し、地球

レベルの問題解決

一九九五年九月

人口問題を解決するために行政を支

からメキシコでは国際人口会議に引き

の第四回世界女性

に取り組んでき

続いて、世界各国の国会議員で組織す

会議の直前には東

援するとともに、政策の方向性に影響

る「人口と開発に関する議員世界委員

京で「国際女性・

た。今年が十二回

会」（会長・故福田元首相）が主催して

人口・開発会議」

を与えるのが、住民から選ばれた立法

「人口と開発に関する国際議員会議」が

が開かれ、北京会

目の会議になる。

開かれ、国民から選ばれた立法府の議

ラムや開発会議

議への対応を協議

カイロでは政府間会議に先立って

は、重要な内容で

員として「勧告」をどう実現するかを話

「国際人口開発議員会議」が開かれ、軍

あるにもかかわら

した。議員フォー

事費を削減して人口、開発問題の資金

ず、派手な部分が

ミに登場すること

を増やすべきだなどとするカイロ宣言

この会議の実質的な事務局を務めた

が少ないのが残念

ないためにマスコ

のが、一九八二年に設立されたアジア

である。

を採択した。

し合った。

府の議員の役割である。こうした立場

カイロのホテルで見かけた結婚式の披露宴

人口・開発協会（ＡＰＤＡ）である。世
界人口の六○％近い人口を抱えるアジ

アの人口問題の帰趨が人類と地球の未

3２
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ガーナの村の子
供たち

乳児死亡率低下と
母子健康手帳
日本の乳児死亡率が世界で最も低く

先進国から評価されている。その母子

定期検診制度が貫献しているｌと

充実などに加えて母子健康手帳による

医協会会長、木下正一東京都家族計画

東北大名誉教授、森山豊日本母性保護

れた妊産婦手帳の産みの親・瀬木三雄

当時「母子保健の一一一羽ガラス」と言わ

必要だったのである。

健康手帳制度の歴史を家族計画国際協

協会会長に会いに行った。戦前や終戦

なったのは、生活水準の向上、医療の

力財団の機関誌「世界と人口」に「日本

間もなくの時代の出産状況を知るため

ピーして資料にした。毎晩少しずつ原

の母子保健の揺藍」というタイトルで

母子健康手帳の前進は、太平洋戦争

稿用紙のマス目を埋める作業が続い

に、助産婦さんにもインタビューし

中の一九四二年（昭和十七年）七月に始

た。仕事の合間を縫っての連載だった

連載し始めたのは一九八二年一月から

まった「妊産婦手帳」だった。その前年

から相当きつかったが、当時の歴史と

た。国会図書館に通って医学雑誌をコ

には「産めよ増やせよ」を鳴り物入りで

重ねてみて、実に興味深い作業だった。

だった。

呼びかけるきっかけになった人口政策

景の中で妊産婦手帳が誕生したのだっ

にするとの目標を掲げた。そうした背

百万人の人口を昭和三十五年に一億人

に、’九四○年（昭和十五年）の七千三

「悠久一一シテ健全ナ発展」を図るため

要綱は「大東亜共栄圏ヲ建設」して

た記録を残そうと母子保健史刊行委員

母子保健の発展の先頭に立って活動し

てユタ版の手帳ができた。森山豊氏が

も、妊娠中の定期検診制度が有効とし

の中で乳児死亡率が高い米国ユタ州で

地域で手帳制度を始めているｃ先進国

率が高い忠告、タイ、ネパールの一部

母子健康手帳制度に倣って乳児死亡

た。この制度は妊娠を届け出ることに

会（委員長・松本清一日本家族計画協

確立要綱が閣議決定されていた。

よって検診を受け、確実に赤ちゃんを

会理事長）が発足、その依頼で連載に

加筆して一九八二年十二月に「日本の

産んでもらおうというのが狙いだっ

た。兵力、産業要員として人的資源が

3３

区ではさらに普及し、寄生虫の感染率

現在では二十五カ国で実施されてお

財団が一九七二年から着手していた。

人口会議の取材や視察をもとにして熊

のプログラムが印象に残った。国連の

で、現金収入を得るための漁村の女性

察、それに同行取材した。貧しさの中

れに備えて、適度な運動で体を鍛えて

わりぶりを見てくることも可能だ。そ

ジャーナリストとして出掛け、男の変

で三年ある。次の人口会議はフリーの

とができたことが理由だ。まだ定年ま

〃

版した。

女性を主体とする約三万人のＮＧＯが

母子保健と森山豊ｌすべての母と

一九九一年七月、超党派の国会議員

参加したことに象徴されるように、女

北京の女性会議には世界各地から、

で組織する国際人口問題議員懇談会の

性は「変革の力」を身に付け始めてい

は落ちている、という報告を聞いた。

メンバーがジンバブエ、ケニア、ガー

る。しかし、発展途上国の女性が置か

が続いたこと、多くの専門家やＮＧＯ

けやすいポストにいられたという幸運

きたのは、国連会議の度に取材に出か

二○年以上も人口問題をフォローで

はないだろうか。

文化を作り上げてきた男性の考え方で

のは、男性にとって都合のよい伝統や

う。しかし、変わらなければならない

のは女性であることは間違いないと思

証言で明らかだ。地球の未来を決める

れている現状が厳しいことは、数々の

ナのアフリカ三カ国で人口事情を視

子に保健と医療の恩恵を」を出版し
た。

男の考え方を

どう変えるか
寄生虫駆除をきっかけにして栄養改
善、家族計画の普及などを住民の自主
的な運動として進めるインテグレー

ション（統合）・プロジェクトの中国の
農村部の状況を視察したのは一九八六
年五月だった。貧しかった戦後の日本
の農村部で、人工妊娠中絶が増えてい

たことから保健婦らが実際に行った実
績に基づく運動だ。こうした「日本の

経験」を人口急増に悩む発展途上国で

り、人間的な家族計画として国連機関

本支局長をしていた一九九二年四月、

おかねばならない。

のメンバーに巡り合えて教えを乞うこ

からも大きな評価を受けている。

中学生向けの人口問題入門書として

応用できないかと、家族計画国際協力

めているから家族計画の実施率は高

二○○億人の地球」をポプラ社から出

中国の視察では、一人っ子政策を進
かったが、このプロジェクトの実験地

国際女性･人ロ･開発議員会議を取材する筆者

；卜Ｉ
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合理的選択理論

型例は経済学である。経済学による市
場メカニズムの分析では、生産者は利
潤を最大化するような生産計画を立

人ロ問題・開発問題

と社会的ジレンマ

それでは、上で説明した合理的選択

会運動のよう

社会計画や社

いる。特に、

けの価格で売られるかを予測する。こ

会ったときに、どれだけの財がどれだ

費者が無数にいて、彼らが市場で出

定する。そしてこのような生産者と消

いる。それは一一一一一口で言えば、「個人的

生に関するメカニズムはたいへん似て

て、消費者は予算制約の下で効用を最

に、人々が意

こで重要なのは、生産者も消費者も合

合理性と社会的最適性の乖離」という

私は合理的選択理論という考え方に

図的に社会を

理的だと仮定されていることである。

フレーズで表現できる。

理論によって、人口問題や開発問題は

変動させよう

この仮定ゆえに、生産者や消費者の行

どのように分析できるのだろうか。人

とする現象に

動を数学的に定式化し、市場の動向を

げられる人口

頻繁に取り上

して、本誌で

の応用問題と

理的選択理論

からさまざまな社会現象を説明しよう

合理的な行為主体と仮定し、その仮定

通しているのは、人々や集団・組織を

する研究アプローチである。そこに共

学などの社会科学全般に拡張しようと

方法を経済学だけでなく政治学や社会

合理的選択理論は、このような思考

多産になることもある。いずれにせ

れば、子供を労働力と考えているため

子が生まれるまで産み続けることもあ

ある。それは、男子が欲しいために男

の理由によって多くの子供を産むので

を産むわけではない。彼らは彼らなり

影響を及ぼそうと思って、多くの子供

婦は、自分たちの住む社会や地球に悪

レーズの含意を説明しよう。個々の夫

まず人口問題を例にとって、このフ

現象のよ－つに見える。しかし、その発

注ｌ

口問題と開発問題は一見すると異なる

関心がある。

説明・予測することができる。

大化するような消費計画を立てると仮

倫
一昂

藤
佐

問題や開発に

とする志向である。

れる。そこで、まずこの理論の概略を

う理論になじみのない方も多いと思わ

ると考えられる。ところがこのような

断に基づいて、子供の数を決定してい

よ、個々の夫婦は、自らの合理的な判

本誌の読者には合理的選択理論とい

伴う問題を考えてみたい。

鯵

Ｚ

本稿では、合

よってさまざまな社会現象を分析して

工
解説しておこう。合理的選択理論の典
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論と人ﾛｰ開発間題／
■合理的

」10.J

レベル・地球レベルの最適性は実現し

択をした結果として、このような社会

ある。しかし個々の夫婦が合理的な選

適切な人口水準の維持は最優先課題で

口爆発である。地球規模で考えれば、

すると、悲劇的な状況が発生する。人

決定が社会レベル・地球レベルに集積

型ともいえる囚人の

社会的ジレンマの原

く解説するために、

のことをわかりやす

がもたらされる。こ

てもマイナスの結果

個々の行為者にとっ

最適性は実現せず、

の容疑者にとって、黙秘するよりも自

自白しようが黙秘しようが、それぞれ

警察の申し出を図であらわすと上図の

前に懲役三年を求刑する。このような

自白して、お前も自白するならば、お

Ｅ何冊一旬

一一３’０

Ｅ片ヰ｜毎

白するほうが、懲役年数が少ない。し

か。図を見ればわかるように、相手が

は、自白と黙秘のどちらを選ぶだろう

このような申し出を受けた容疑者

ようになる。

注３

なくなる。まさに、「個人的合理性と

ジレンマを紹介しよ

０

社会的最適性の乖離」が生じているの

》っ。

８

である。

域の環境が破壊されてしまう。ここに

な人々が多く集まってくると、その地

発に関わるのである。しかしそのよう

い。彼らは、自らの利益を求めて、開

うと思って、開発を進めるわけではな

開発に携わる人々は、環境を破壊しよ

なう環境破壊を例にとって考えよう。

題にも見られる。たとえば開発にとも

ば、お前に懲役一年を求刑する。口し

Ｈ相手が黙秘し、お前も黙秘するなら

れぞれの容疑者に申し出たとしよう。

そこで警察は次のような取り引きをそ

で、容疑者の自白だけが頼りである。

警察は決定的証拠をつかんでいないの

けているとしよう。

別々に取り調べを受

ＡとＢが捕まり、

にしたがって選択を行うと、二人とも

しそれぞれの容疑者が個人的な合理性

よりも、望ましい結果が生じる。しか

互いに黙秘するほうが互いに自白する

の刑ですんでしまう。二人にとっては

ら、どうだろうか。二人とも懲役一年

たがって個々の容疑者にとって、自白

も「個人的合理性と社会的最適性の乖

かし相手が黙秘しているのに、お前が

自白を選んでしまう。囚人の「ジレン

二人組の銀行強盗

離」が見られる。

自白するならば、お前を起訴せずただ

マ」と呼ばれる所以である。

これと同様のメカニズムは、開発問

以上で見てきた現象は「社会的ジレ

ちに釈放してやる。曰相手が自白して

社会的ジレンマは、この囚人のジレ

ところが二人がともに黙秘を選んだ

することになる。

り一一人とも自白し、懲役三年の刑に服

することが合理的な選択となる。つま

ンマ」と呼ばれる。個々の行為者は自

いるのに、お前が黙秘すれば、お前に

ンマを三人以上の行為者に拡大した状

注２

己の合理性に基づいて選択を行うが、

懲役五年を求刑する。四ただし相手が

ﾛノ

その選択の社会的帰結として社会的な

＝
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問題は正にこのような状況である。

てしまう。先で述べた人口問題や開発

望ましくない状態を実現する選択をし

わらず、自己の合理性にしたがって、

ましい状態が実現する。それにもかか

合理性を抑制して選択すれば、より望

況である。それぞれの行為者が自己の

考察しよう。

係から、これらの問題の解決の方向を

会的ジレンマの原理的な解決策との関

を社会的ジレンマと規定した上で、社

任せるとして、ここではこれらの問題

やその問題点などについては専門家に

んでいる。その取り組みに関する紹介

さまざまな国がこれらの問題に取り組

とムチ」であり、別々に用いられるこ

これらの二つの方法は、いわば「アメ

サンクションを与えるやり方である。

する非協力的な選択をする人々に負の

う一つは、逆に社会的ジレンマを助長

ラスの報酬を与えるやり方である。も

回避する協力的な選択をする人々にプ

ンがある。一つは、社会的ジレンマを

する基本的なメカニズムが理解された

以上で、人口問題や開発問題が発生

たりすればよい、というものである。

題なのだから、欲求を抑えたり変形し

は、個人の欲求に基づいた合理性が問

に分けることができる。第一の方法

て提示されている方法は、大きく二つ

今まで社会的ジレンマの解決策とし

私は、人々の欲求を抑制する第一の

ることが典型例として考えられる。

子供の福利厚生水準を低く抑えたりす

庭に報奨金を与えたり、二人目以降の

を抑制するために、政府が一人っ子家

ある。人口問題から例をとれば、人口

ともあれば、同時に用いられることも

回鰹馴ジレンマの
と思う。それでは、このような問題を

これに対して、第二の方法は、個人の

る第二の方法のほうが有効だと思う。

どのように解決したら良いのだろう

第一の方法の代表例は、教育によっ

ただし第二の方法ならば、何でもよい

方法よりは、人々の欲求を前提とした

て人々の欲求を抑える、というもので

というわけではない。人々の欲求と適

欲求は認めた上で、制度的に問題を解

ある。しかしこの方法がうまくいかな

合的な、言い換えれば、市場メカニズ

か。現実には、国連などの国際機関や

いのは歴史の教えるところである。社

ムと適合的なやり方でなければ、うま

上で、制度的に問題を解決しようとす

会主義諸国におけるイデオロギー教育

くいかないだろう。

ショックのころ、政府が「省エネルッ

例をあげて説明しよう。昔、石油

が、わずかの例外を除いて、失敗した
ことからも明らかであろう。

第二の方法には二つのバリエーショ
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決すればよい、というものである。

1957年生れ。

●佐藤嘉倫くさとう･よしみち＞

東京大学大学院社会学研究科単位取得退
学。横浜市立大学商学部鱗師・助教授、
シカゴ大学社会学部客員研究員を経て、
現在、東北大学文学部助教授。

ク」というものを普及させようとし
た。省エネルックは確かに高温多湿と

も、同様の思考方法が有効である。た

とえば熱帯雨林地帯の開拓民は、熱帯

で、電気自動車を買いましょうという

劣っているからだ。このような状況

は性能面でも価格面でもガソリン車に

購入するだろう。なぜなら電気自動車

は、電気自動車ではなくガソリン車を

では、自動車を購入しようとする人

つあげよう。電気自動車である。現状

エネルギー政策に関する例をもう一

欲求と適合的ではなかったのである。

り省エネルックは服装に関する人々の

人々が着たがらなかったからだ。つま

しなかった。なぜか。カッコ悪く、

ただろう。しかし省エネルックは普及

体でエネルギー消費量は大幅に低下し

ルックを着て冷房を控えれば、日本全

だったと思われる。みんなが省エネ

て）農業機械化を促進するような政策

らば、（現実に可能かどうかは別にし

が子供を農業労働力だと考えているな

策のほうが、効果的だろう。もし人々

由を把握し、それを解決するような政

ろ人々が二人以上の子供を欲しがる理

上の子供を産もうとするだろう。むし

入しても、人々は機会があれば二人以

理由を把握せずに、一人っ子政策を導

に、人々が二人以上の子供を欲しがる

を導入してもヤミ市場が発達するよう

点では無理がある。ちょうど統制経済

できるが、人々の欲求を無視している

に問題を解決しようとする点では評価

る。たとえば一人っ子政策は、制度的

口問題や開発問題の場合にも当てはま

以上述べてきたことは、もちろん人

る政策を実施すればよいのである。

者が環境を破壊しないで収入をえられ

よい。要するに、入植者や潜在的入植

アーのような環境を配慮した事業でも

もよいし、熱帯雨林地帯でのエコッ

都市部での公共事業による雇用確保で

雇用を確保することである。それは、

めには、入植する可能性のある人々の

可能性は高い。この問題を解決するた

地域に入植し再び環境破壊に寄与する

開発を禁止したとしても、彼らが他の

たがって、たとえある熱帯雨林地帯の

らないから入植しているのである。し

けではない。彼らは、他で職が見つか

雨林を破壊するために入植しているわ

キャンペーンを行っても無駄である。

が多産抑制に有効だろう。またもし

前節では、人々の欲求を前提とした

庄川鷆燗輔発問題

それよりは、自動車メーカーに高性能

人々が老後の保障のために多くの子供

制度づくりや政策実施の利点を述べて

いう日本の夏には機能的に適した服装

の電気自動車を開発するための助成を

を必要とするならば、社会保障制度を

きた。しかし現実にこのような政策を

実施する際には、さまざまな問題が発

匠騏鰕施のための
行ったり、電気自動車を購入する人に

充実させる政策が効果的だろう。

開発問題に対する解決策を考えるに

購入補助金を払ったりするほうが、電
気自動車の普及に効果的だろう。
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ついては、ここで多くを語る必要はな

政策を実施するための資金の問題に

が、資金と文化的制約である。

生する。それらの中で特に問題なの

して合理的な経済活動を行うように、

社会の人々が、市場経済を制約条件と

業生産性を上げようとする。先進産業

この世界観を制約条件としながら農作

合でも、他の家族が正月に雑煮を食べ

うな場合である。しかしこのような場

らい七面鳥を食べたい」と言いだすよ

ることもある。家族の一員が「正月ぐ

ただし文化は新たな挑戦にさらされ

また人が文化に反する行為をしようと

文化的制約条件が強い社会の人々は、

もちろんそのような文化的制約条件

する場合は、他の人々からの反発を予

いだろう。現在、人口問題や開発問題

がないほうが、人口問題や開発問題を

想せざるをえない。この予想ゆえに、

ることを自明視していれば、その家族

策を実施するための資金を独力で調達

より効率的に解決できる場合もあるだ

その人は文化に反する行為を選択する

その制約条件の下で合理的な行為選択

するのは困難である。国際協力が必要

ろう。しかし文化的制約条件を変化さ

ことをあきらめることが多いだろう。

に直面している国々は、第三世界に属

とされる所以である。

せたり廃止したりすることは難しい。

このように、文化には一種の慣性が

が正月に七面鳥を食べることはない。

ついては、説明を要するだろう。人々

なぜならＩトートロジカルに聞こ

あり、さらに変化に対する予防的性格

を行っているのである。

の行為は彼らの住む社会の価値や規範

えるがｌそれ戯「文化」だからであ

があるため、社会の内部から自生的に

する貧しい国々である。したがって政

などの文化的制約を受ける。このこと

る。

とが多い。しかしここで重要なのは、

条件は「迷信」や「因習」と見なされるこ

とって、第三世界の国々の文化的制約

界を見たときが多い。先進国の人々に

問題視されるのは、先進国から第三世

当てはまる。ただしこの文化的制約が

人々がその行為を「当たり前だ」と考え

とえば正月に雑煮を食べる行為は、

人々の行為を通じて再生産される。た

なく、文化はそれを無意識に維持する

して存在するものではない。そうでは

化された制度）は、人々の行為と独立

文化（ないしは、より社会的に明一不

決を阻止する文化的制約条件を変化さ

それでは、人口問題や開発問題の解

そのような変動は難しい。

配的文化が共有されている社会では、

化変動も可能だが、多かれ少なかれ支

ば、多様な文化接触により内発的な文

る。アメリカのような多様な社会なら

文化の変動が起こることはまれであ

もう一つの問題である文化的制約に

は先進国、第三世界の国々を問わず、

そのような国々の人々は非合理的では

ているから、維持されるのである。文

柱４

ない、ということである。たとえばネ

せることは全く不可能なのだろうか。

普及学の教えるところでは、それほど

化にはこのような一種の慣性の法則が
ある。

パールの農民は、ヒンズー的世界観を
前提として農作業に従事しているが、

3９

程を分析する研究分野である。特に、

ノベーションが社会の中で普及する過

悲観的になる必要はない。普及学はイ

の一つである、というような因果関係

がって人口問題が開発問題の主要原因

れのメカニズムを想定している。した

一、ここでは人口問題と開発問題それぞ

＊注

・宇野善康（監訳）、一九九○、「イノベー

目亘己図昼・ロ》甸忌の勺同の⑪の．（青池愼一

三・》ご忠．□罠巨巴○二○局百口・菌←』。。、眼

五、普及学については、罰。、のＨｐ固くの『の耳目

二一’一五頁を参照されたい。

自由」、『社会学評論』第四五巻第一号

注５

伝統的な社会構造や価値、規範の中で

は想定していない。

ション普及学』、重夙懇産能大学出版部）を

参照されたい。

準注２ｍ中野謙二『近現代朝鮮における

＊注ｌ卯山内昌之編著『中央アジアと湾

人口流動』、東海大学社会科学

きた。このことについては、ロロ言吊》

言鳥目、》。ご【ＰローロＰ三色『←ご目Ｑの．

研究所『国際社会の人口動態と

岸諸国』、朝日新聞社’一九九

、呂肴ｐＨ百〈の」ｍ・）『国巨日Ｐｐ昌巨」函の日の貝

函。ごロ三・》』ヨロ・倉甸・『日巴二。：一切

ｐｐｇｍｏＢ巴勺『。：⑪②の、》し８号日旨

日本の対応』、一九九五年、六

五年、五七頁

国・の閉・や海野道郎、一九八五「社会的蟻

人間大学、一九九四年、九六～

傘注４吋山内昌之『民族の時代』ＮＨＫ

九八五年、教育社、八三頁

嘩注３密島村史郎『ソ連の人口問題』、一

四～六五頁

三、ここでは議論を簡単にするために、

照されたい。

会（編）『数理社会学の現在』などを参

化の検討と再定式化」、数理社会学研究

地獄の論理構造川叩ロロ三田による定式

。［ロー●日日四ｍ目の。。旨］□のａ巴○ロー

を社会的ジレンマの視点から分析して

二、多くの研究者が環境問題や開発問題

いかなるイノベーションがいかに普及
するのか、または普及しないか、につ

いて数多くの知見をえている。ここで
それらをすべて紹介する余裕はない。
しかしある文化的制約条件の下で、そ

の制約条件と両立し、かつ自ら普及す
ることで制約条件そのものを変化させ

るイノベーションが普及することは十
分可能である。第二次世界大戦後の日
本の産業化に伴う伝統的価値・規範の
弱化を見れば、このことは明らかであ
る。

以上、合理的選択理論の視点から、
人口問題や開発問題がなぜ生じるの

か、また、いかにしてこれらの問題を

一○○頁

向』、家族計画国際協力財団

警察の求刑がそのまま裁判で決まるも

四、この点については、イギリスの社会

『世界と人口』、一九九○年四

解決することができるのかについて考

学者アンソニー・ギデンズが綿密な検

箪注５“河野稠果『ソ連人口の最近の動

ものなので個々の具体的な問題を即座

討を加えている。彼らの理論について

のと仮定しよう。

に解決できるものではない。しかし、

は数土直紀、一九九四、「制度を支える

察してきた。本稿の議論は、原理的な

さまざまな問題の根底にある共通の構

月号、二○頁

造を理解するのには役立つだろう。
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財アジア人ロ・開発協会が

'９５「視聴覚教育奨励賞」を
受賞

●▲Ｃ凸■■■■■凸》●■○一②Ｃ■一■▲■』』ご』Ｐ・守■■』・守■■▲字●■ひ●⑤■●一宇●●○一やＣ■■｜⑤■二一■ｐ■字■●■『一宇●午■▲ザ■ご一口●●■凸■甲守一■』■⑤■。■｜■勺■。ニマ●ご▲■毎●甲●■●Ｐ』■一寺●ご己■⑪■一■字●字■●●『■寺●Ｐ・一●①■。

財団法人日本視聴覚教育協会主催、
文部省後援の一九九五年視聴覚教育賞
は四十九機関、団体を対象に審査の結
果［産業教育部門］で、財団法人アジア
人ロ・開発協会の「アジア諸国向けの
人口と開発に関するスライド制作の取

り組み」が、’九九五年視聴覚教育奨
励賞に選ばれ受賞した。表彰式は十二
月十二日午後一時から東京・虎ノ門の
国立教育会館大会議室で行われ、同協

会を代表して広瀬次雄常務理事・事務
局長に賞状・楯を副賞にスライド・プ

ロジェクター一基が贈られた。

今回の受賞は、同協会が一九八四年
以来、鋤日本船舶振興会の補助事業と
して、地球規模の世界的問題になって
いるアジアの人口爆発を防ごうと、日

本及びアジア各国の人口・開発・環境
・食糧等の問題点をスライドで制作、
目で見、耳で聞く生きた教材として毎
年、国連・日本及びアジア各国政府、

研究機関、国立図書館、人口・開発研
究者に配布し、啓蒙活動を行っている
ことが認められたものである。
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一■二ⅡｌＴ１ｎｊ弘昨『一三八十会ニェ〃｝｝お一願い（仁洗い一Ｔｌ【一

一人口問題は、二十一世紀の人類生存を左右する地球上の股も重要な課題となって一

一います。一九九一一一年の世界人口は五五億人、’九九八年には六○億人を超えると推計一

一されております。アジアの人口はこの急噸する世界人口の六○％を占めております。一

一人口の轍加は、あらゆる社会・経済問題に深刻な影騨を及ぼします。

一世界人口の大半を占めるアジア人口の行方が、人類生存のカギを握っている‐一
一といっても過言ではありません。

一いま、世界各地で叫ばれている”環境問題“も、人口の増加が大きな根本原因を一

一のです。人口端加に伴う食料不足を補うための焼畑農業や、燃料としての薪伐採な一

一どは森林破壊をもたらし、一方では急速な工業化は大気汚染や水質汚濁など多くの一

一産業公害を引き起こし、地球環境の悪化は、もうこれ以上放髄できないギリギリの一

一ところにきています。また、人口問題では爆発的に人口の増加を続ける地域と、Ｈ一
一本などのように、これ以上子供が欲しくないという夫婦がふえている地域、このこ一

一とかもたらす高齢化現象に伴う労働力不足や福祉測の哨大など、さまざまな重大な一

一社会・総済問題も発生しています。

｛これらの根源は、すべて卯人口“問題に帰結されます・

一ＡＰＤＡ〈アプダ）は、官民及び国際機関の協力を得て、これらの問題を有効に一
～クｊ＃ク

ロワッホ

一解決する方策をさぐり協調するため、日夜、真剛に努力を続けています。一

フィリピンの社会桶造における杣以地文配の影響
側アジア人口・開発協会

題に対してもかなり積極策をとるようになり、希望

比べて、その改善がなかなか果たせなかった人ロ問

発展を遂げ始めている。また他の東南アジア諸国に

現在フィリピンはラモス大統領の下、めざましい

造が層化していることに起因する。なぜならば、層

い。これらは全て社会的な流動性が阻害され社会構

ど利益が上がる状況の中でも出生の抑制は果たせな

に関しても同じである。また、子供を産めば産むほ

というものは働かない。これは言うまでもなく出生

修

が出てきている。しかし、その人口問題が依然とし

化した社会の中で、権力者や大地主は伝統的に権力

鍵楠本

て深刻な状況にあることは事実である。

る。しかしながら、フィリピンの場合、これらの指

普及によってかなり解決へ向かうと考えられてい

このような社会構造がどのようにして形成されたの

る子供だけが財産であるという状況は変わらない。

貧しい人達は、常に貧しく、労働力として供出でき

者や大地主であり、その財産や権力は世襲される。

標は歴史的に優れた水準にあるにもかかわらず、こ

かがこの論文のテーマである。

一般的には、人ロ問題は公衆衛生の普及、教育の

れまで解決が遅れてきた。このパラドックスを解く

鍵は、フィリピンの社会構造における循環性の乏し
さにあるというのがこの論文の視点である。結論か
ら述べるならば、自らの行為の結果が、自分に戻っ

てくる社会構造でなければ自己の行為に対する抑制

＃２

Ｉ

フィリピンの社会構造における植民地支配の影響

残っていることがあるだろう。加え

う、忌まわしい記憶がお互いにまだ

みあった結果、現在の日本とフィリピ

と文化的な条件の違いなどが複雑に絡

には多くの共通した面がある。まず、

ンが相互に抱く感情が疎遠なものであ

の隣国に位置し、同じ環太平洋火山帯
向じ環太平洋火山帯れる。フィリピンは、アジアでキリス

最初に述べたように地理的には非常に

て、その文化的な背景が大きく異なっ

に属し、同じような国士面積をもつ国
＆国士面積をもつ国卜教が支配的な地位を占めている唯一

近く、国士の構成も島喚を以て構成さ

山に

である。日系企業も進出し、現在では
Ｃ進出し、現在ではの国である。また、英語が母国語のよ

れ、国土面積もあまり変わらない。加

るとしても、日本とフィリピンとの間

日本とフィリピン間の経済的な関係も
回の経済的な関係もうに広く普及しているなど、アジアの

えて、同じように火山国であるという

フィリピンは、台湾をはさんで日本
口湾をはさんで日本ていることもその原因であると考えら

大きいものがある。しかしながら、日
しかしながら、日中にありながらその言語と宗教だけに

基本的な条件が非常に良く似ている。

雨である。米を主食とし、魚の乾物を

本人にとって、フィリピンは一般的に
イリピンは一般的に注目すれば、まるでヨーロッパかアメ

このように、少なくとも表面的に見

食べ、魚醤を使用するなど、日本の古い

また、気温の差はあるにしてもどちら

リピンと日本との関係はなにか希薄な
因係はなにか希薄な
とある。
感じが否めないのである。

いて日本がフィリピンを占領したとい
」ンを占領したとい日本とフィリピン両国の間にあった悲

ピンは、いわゆる西欧社会とのかかわ

また、歴史的に見ても日本とフィリ

文化とも共通する側面が感じられる。

しい歴史が、日本とフィリピ

りの上において同じような経緯をた

理社了社取主文

》》》密諦』棒》鋼》抑阯川症鮴ＭｍＭ枕，柵岫州
推罐曄前院後口学非、

脚』》癖》繩》》蠅禮詞辨》》伊旭川柚謎Ⅶ繩川川榊耐罹肛

鮴》『癖》》位》》識輯》》舸螂棡咽燗川噸州舳梢助硅城川
に歴史的な不幸に基づく感情

フィリピンには統一的な国家体制がな

欧諸国との接触以前にすでにあり、

ろん、日本には統一的な国家体制が西

けたという点まで共通している。もち

次世界大戦後、一時アメリカ支配を受

人到来に始まり、二○世紀、特に第二

どっている。それは、’六世紀の西欧

ンの関係を感情的に疎遠なも

この背景には、第二次世界大戦にお
空一次世界大戦にお文化的条件は大きく異なる。加えて、

る限り、日本とフィリピンを取り巻く

嬢があるとはいえなリカ大陸の一国のような特色をもって
いってあまり親近感があるとはいえな

じ

もモンスーン性の気候であり比較的多

は

い。アジアの他の国々に比べて、フィ
国々に比べて、ブイいる。

め
●和和和成在
昭昭昭平現
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工

ケソン市のスコッターエリア（不法占拠地域）の強制退去、とりこわし現場

様に植民地支配を受けている。既存の

欧の武力の前に屈し、フィリピンと同

ていたインカなどの南米の諸王朝も西

い。しかし、中央集権的な王国をもっ

味では、全く同列に扱うことはできな

かつたなど大きな違いもある。その意

場合、その発展を阻害しているものが

過程を歩んでいるフィリピンを考えた

で日本と重なりあいながら、異なった

差がついてしまった。この様々な意味

も高かった一人当たりＧＮＰも大きく

経済成長を果たしえず、戦後日本より

び悩み、他のＡＳＥＡＮ諸国のような

この構造は単にフィリピン一国に特

文化が破壊される可能性があったという

つまり、歴史に〃もし“は許されない

有な問題ではなく、ラテン・アメリカ

植民地支配下に形成されたものである

とはいうものの、歴史の歯車が一つ変

一般、また広い意味では植民地支配を

点からいえば、日本もフィリピンと同じ

わっていたら日本もフィリピンと同じ

経験した国に、未だに横たわっている

ことがわかる。

ような経緯を経たかも知れなかったの

問題である。この植民地支配が社会構

道を歩いたかも知れなかったのである。

である。

性と、それを支える文化的・社会的正当

造に与えた影響を主に政治権力の正当
アジアの優等生と言われた。しかし、

性との関連から考え、分析してみる。

この、フィリピンは、第二次大戦後

その後フィリピンは、経済成長でも伸

亘社会制度の合理性と社会構造の不合理性
ば、民主共和制、大統領制と現代民主

に反映され、この意味での社会的合理

しかしながら、制度的には民意が政策

強力に民意を反映させる制度である。

主義国家として申し分のない制度を備

性をもっているはずのフィリピンの社

フィリピンを社会制度から見るなら

えている。民主共和制も、大統領制も

ｲイ

フィリピンの社会構造における植民地支配の影響

》

纒灘

のかというと疑問が残る。

会制度に民意が正確に反映されている

ということができる。なぜ機能してい

この再帰・循環構造が機能していない

フィリピンの政治体制は、民主共和

ないのかということが、フィリピンの

貧困線以下の所得しかない人々が住ん

制である。王制や帝制のように、人民

たとえば、フィリピンは、非常に所

でいるのである。合理的に考えた場

の意志以外の正当性に立脚しているわ

社会構造を考える場合、最も重要な点

合、民意が政策に反映されるのである

けではない。仮に、社会制度が帝制や

得格差の大きな国である。アャラ財閥

ならば、所得税法の改正などを通じて

王制であるならば、その権威は伝統的

となる。具体的には、この所得再分配

所得の再配分が行われると考えること

なものやカリスマ的な権威に立脚し、

のように、極めて大きな財力を誇る集

が一般的ではないかということができ

必ずしも近代的な意味で合理的なもの

がうまく行われないところに、フィリ

る。少なくとも、所得税として徴収し

である必要はない。制度的に固定され

団があり、マニラ首都圏のマカティ地

た資金が、公共投資などを通じて配分

た社会的不平等は「伝統的なもの」とし

ピンの社会制度の問題点がある。つま

され、雇用機会の創出等に振り向けら

て承認されていたり、「神が与えた」も

区には、その財力を誇るかの如く壮麗

れるはずなのである。ところが、フィ

のとして承認されている。そこで、社

り合理的な制度があっても、その制度が

リピンの所得格差は極めて大きい。民

会制度の中における不平等は、この権

な建物が建っている。しかし、この壮

主制度であれば、改善するべき点があ

威に基づいて制度化されていることに

合理的に運用されていないのである。

れば、民意の反映を通して改善される

なる。ところが民主共和制の場合、こ

麗な建物の数百メートル先には、絶対

という制度的な再帰・循環構造をもっ

のような制度的根拠に基づく不平等は

存在しない。しかし、現在のフィリピ

ている。ところがフィリピンの場合、

民主制度に伴って本来機能するべき、

\５

意を反映する場である選挙が、制度を

いのである。結論から言えば、通常民

る。この構造を分析しなければならな

ンはこの不平等を制度的に温存してい

ファンコ家の利益が、侵害されることは

馬し、いずれにしても全体としてコ

も野党からもコファンコ家の成員が出

いるのだが、今回の選挙でも与党から

自分達が利益を共有する者の当選なの

おける祭りとしての性格であり、また

人を選ぶということではなく、選挙に

とは、民衆の利益を合理的に代表する

いる。つまり、民衆が選挙に求めるこ

つまり、民主的な選挙とは言って

したがって、フィリピンの選挙にか

ないような構造になっているのである。

ことである。事実、フィリピンの政治

も、その被選挙者は、縁戚関係で結ば

かる費用は、フィリピンの平均的な収

維持するシステムとなっているという
は世襲的なビジネスであるという言葉

れた二族」であり、いずれが勝っても

入は信じられないほどの額である。た

である。

をよく聞いた。確かに、フィリピンの

自分たちの地位が大きく変わることは

ないのに、大統領選挙で認められてい

政治家は非常に伝統的な「制度」の中に

このような政治的な土壌に加え、

る公式の選挙費用だけで約三○億円に

とえば、マニラ首都圏人口の半数をこ

治家たちは、スペイン支配当時から、

フィリピンの選挙は非常な熱狂をもた

のぼるといわれている。この金額も

ない。言葉を換えれば、いかなる人物

またアメリカ支配の間も特権的な地位

らす。このフィエスタ（祭り）にも似た

フィリピンの選挙が、「祭り」としての

いる。主に、一八九○年ごろフィリピ

を維持した大地主たちである。

熱狂の中で選挙が一種の祭りと化すの

性格をもっていることを考えれば驚く

えるスラムに居住する人の年平均収入

たとえば、前コラソン・アキノ大統

である。この熱狂的な選挙の中で、支

ことではない。

を選ぼうとも、その政治的主張を抜き

領は、ピープルズ・パワーを背景にし

持者は特定の候補者と結び付き、選挙

またフィリピンの選挙のこのような

ン独立運動に関わった政治家たちの子

てマルコス元大統領を倒し、ＥＤＳＡ

を盛り上げることになる。この熱狂的

性格を支えているものに、フィリピン

が一世帯当たり四○、○○○ペソ、邦

革命を行ったが、このアキノ大統領の

な選挙の中で民衆は、候補者に「歌や

の文化がある。フィリピンでは言うま

にして、彼らが属している利益の土壌は

夫で上院議員であったニノイ・アキノ

踊り員饗宴」を求めることになる。マ

でもなくカトリックが主流となってい

孫が、今も政治家としてその地位を世

氏は、ルソン島中部パンパンガ地方の

ルコス大統領の選挙において、イメル

る。その中で、信者の義務としてド

貨にして一四○、○○○円前後に過ぎ

大地主であり、彼女自身も大地主の家

ダ夫人の「歌」と「踊り」が選挙を戦う有

ネーションと言われる献金が奨励され

全く同じであると言うことができる。

庭の出身者である。アキノ大統領の実

力な武器であったことはよく知られて

襲的に引き継いでいる。また、この政

家はコファンコ家という一族に属して

“

フィリピンの社会構造における植民地支配の影響

る。社会的地位のある人ほど、このド

もまたその属している社会的地位とし

に分配する。この分配を受け取る人々

会の権威を付与した上で貧しい人たち

は、このドネーションを受け取り、教

い人なのである。

になる。つまり「施し」をする人ほど偉

地位のある人の威信が維持されること

またこのドネーションを通じて社会的

信が果たす役割は大きいし、またこの

る。選挙においても、この社会的な威

て制度維持の働きを担っているのであ

らげられ、むしろ施す者の威信となっ

蓄積される不満もこの制度のもとで和

かである。もしこの制度がなければ、

隠蔽する制度となっていることは、確

社会制度の中で、より大きな不平等を

ではない。しかしながら、現実として

もつ宗教的な意味合いを否定するもの

ここで述べているのは、この献金が

フィリピンの社会構造は単に、カト

る。この点から考えるならば、この

でも最も出生力が低い地域になってい

は、カトリックの国でありながら世界

しかしながら、フランスとイタリア

れてきた。

トリックだけに結び付けられて説明さ

る。これまで、この出生率の高さはカ

所得上昇を抑制する結果を生んでい

は極めて高く、この高い出生率がまた

字率を誇っている。ところが、出生率

においては、アジアでも有数の高い識

がら、フィリピンの場合、識字率水準

てごく自然にこの教会からの施しを受

施す者と施される者の一方的な関係は

リックだけが原因となっているわけで

ても機能しないことになる。

ける。このドネーションを施す側も受

選挙における利害関係と容易に結び付

はないということがわかる。カトリッ

ネーションが期待されることになる。

ける側も、この制度を当たり前だと

くのである。

インフラストラクチャーは、その地域

えば、スラム地域などで、井戸などの

し」に頼ることには問題がある。たと

信を保つために行われる有力者の「施

だけでは、フィリピンの社会構造を説

かしながら、単に、カトリックの影響

響力の大きさをみることができる。し

考えてみると、そこにカトリックの影

このようにフィリピンの社会制度を

となのである。たとえば、フランスや

と複合した形で機能しているというこ

ぼしているのではなく、その他の要因

れは単なる宗教の問題として影響を及

クが影響を及ぼしているとしても、そ

このドネーションを受け取る教会側

思っている。しかしながら、社会的威

の有力者の寄付によって設置されて

じであると主張する人はいないであろ

イタリアの社会構造がフィリピンと同

たとえば、近代化の指標として、教

う。フィリピンとヨーロッパのカト

明するのには十分ではない。

負担しない。また受益者の側は、管理

育水準、出生率、死亡率が考えられ

も、その維持管理にかかる費用までは
費用を誰かが「施してくれる」ことを期

リックの国を比べてみてわかるのは、

フィリピンが植民地として開かれた歴

る。通常、教育水準が高ければ出生
率、死亡率ともに低下する。しかしな

待し、積極的にその費用を負担しよう
とはしない。したがって、道具はあっ
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づくられたということである。

したことによって、その社会構造が形

史を持ち、その支配の中で文化を形成

とって国］』ご旨四ｍと名付け、スペイン

皇太子、後の国王フェリペⅡ世の名を

一一色｝Ｃす。いが一五二五年にスペインの

付けられた。その後この島喚をご］‐

益だけが優先される。その地域の利益

民地支配は、通常、本国にとっての利

中南米支配と結び付いて行われた。植

ある。スペインによる植民地支配は、

リピンに植民地支配が導入されたので

この植民地支配は、大きく二つの時

国王の個人資産となったのである。

存在を西欧社会に知られることになっ

サヤ諸島）に到着したことから、その

三色用］］自（マゼラン）がサマル島（ビ

五一一一年一一一月一六日に『の己甘目」

つくりあげた。現在のフィリピンは一

きに渡って行われ、フィリピンの原形を

きる。スペイン支配は三○○年以上の長

フィリピンを形づくったということがで

ら述べると、スペイン支配が現在の

議論の粗雑さを覚悟した上で結論か

一、スペイン支配

在の特色がつくられた。

の二つの植民地時代にフィリピンの現

始まるアメリカ支配の時期である。こ

スペイン支配の時期。一八九八年から

ランによるフィリピン発見から始まる

る。したがって、植民地形成以前に国民

してのフィリピンを形成したのであ

領有によって初めて、現在ある統一体と

つまり、フィリピンはスペイン人による

はなかったと考えられているのである。

た文化として、国として認識すること

ピンをあるまとまった地域として、ま

よって領有されるまでは現在のフィリ

者が指摘しているように、スペインに

れる。つまり、多くのフィリピン研究

な範囲を認識していなかったと考えら

で、現在言うフィリピンという地理的

ぞれの地域地域を領有しているだけ

たと言われている。王や酋長は、それ

的な形をもちうるまでには至らなかっ

ラム系の王はいたが、国家として統一

リピン列島には、数多くの酋長やイス

ヨーロッパ人の到来まで現在のフィ

ら、約八○年後の一五九八年には

一年にマゼランによって発見されてか

会をつくり支配したのである。一五二

島したキリスト教の宣教師たちが修道

少なく、実際には宣教活動の目的で来

て派遣されたスペイン人の数は極めて

に、フィリピンを統治する行政官とし

私的な財産として領有されたため

が行われた。

が支配するよりもさらに窓意的な支配

有されたことである。その結果、国家

く、スペイン王の私的な財産として領

国の領土として領有されたのではな

とは言ってもフィリピンがスペイン王

とって災いしたのは、同じ植民地支配

はあまりない。特に、フィリピンに

な結果をその国にもたらすということ

は無視されるため、植民地支配が幸せ

期に分けることができる。一つはマゼ

た。この島喚は最初マゼランによって

「固邑８目目目の『自亘が発布され、

現在の大土地所有制の基となった「ェ

国家をもっていなかったのである。
このような状況のもとにあったブイ

到着した日にちなみ、聖ラザルス列島

（シ『・宜已の｝ＰｍｏＣ［の一・ｓ目胃ロ叩）と名
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られた収入は領主であるスペイン王と

制においては、自分たちの領土から得

委託する制度である。エンコミエンダ

て位置付け、その支配を教会その他に

リピンをスペイン王の私的な財産とし

エンコミエンダ制というのは、フィ

れたのである。

ンコミエンダ制」が名実ともに施行さ

まで直接命令が施行されるのではな

行政を行いえなかったのである。あく

仲介に入った教会の言うがままにしか

行政官は、現地の言葉ができず、その

はなかった。本国から派遣されてきた

あっても直接に人々のもとに届くこと

ン国王のいかなる統治のための命令で

かったのである。したがって、スペイ

めもあってスペイン語の普及を計らな

まにしておくということは、統治する

ある。言葉を地域ごとにバラバラなま

に、教会は宗教と言葉を支配したので

したがって、スペイン支配の期間

のである。

配の構造の中に組み入れられていった

信念体系からもフィリピンの人々は支

に逆らうことである。この宗教という

もとで教会に逆らうことは、神の言葉

うということは、文化が違うというこ

委託を受けて統治管理する教会との間

歴史的に見るならば、一七世紀初

とであり、それぞれ異なっている部族

立場からいえば、被統治されている

頭、全面的なスペイン支配が確立する

を部族間で対立させておくという方法

く、教会を通して行われるのである。

にともないキリスト教が本格的に導入

は、その不満を統治者にまで向けさせ

で折半される。したがって、この支配

しかも、教会は国王による直接支配

された。その結果、教会の支配権は極

ないですむという利点をもっている。

人々が意志疎通を行い、団結する危険

を嫌い、自分たちの権益を大きくする

めて大きなものとなっていったのであ

これは、統治という観点からするなら

この制度のもとで教会は、まるで封建領

ことに努力した。具体的にはそれは言

る。このように、フィリピンからあが

ば、非常に合理的な統治方法である。

のシステムのもとでは、本国から行政

語を操作するという方法で行われたの

る利益が教会に独占されて行くと同時

フィリピンにスペイン語の普及を教会

を避けることである。また、言葉が違

である。教会はスペイン語の普及を全

に宗教的な支配も同時に行われた。宗

が計らなかった理由は、これによって

主の如く振る舞ったと言われている。

く計ろうとせず、自分たちが現地語を

教的支配は、神の言葉である聖書の解

理解できる。このため、フィリピンは

官を派遣するのではなく地域地域の修

学ぶことで支配を行った。フィリピン

釈権を教会が握ることで行われた。現

共通語として、意志疎通をはかりうる

道会が行政と現地民との仲介を行い支

におけるスペイン語の普及率は、最大

地の人々は、教会の語る言葉を通して

配することになるのである。

でも五％に満たなかったと言われる。

言語を、アメリカ支配に至るまでもつ

ことができなかったのである。

しかキリスト教に触れ得なかったので
ある。したがって、このような状況の

彼らは、現地住民の反乱を恐れて、
また、教会支配の必要性を維持するた

ｲ，

アノ語、ミンダナオ島のダヴァウェノ

る。しかしながら、中部ビサャのセブ

通語として導入し、教育を計ってい

ログ語をフィリピノ語という名称で共

建設のために地方語の一つであるタガ

国家アイデンティティ形成と国民国家

するために、現在フィリピン政府は、

格差を助長している。この状況を改善

語が存在し、この地方語の存在が地域

したその結果、現在でも数多くの地方

長い期間に渡って、分断支配を経験

進むことになった。

れ、農産物輸出による農民の窮乏化が

ビジネスの利益を守るために温存さ

制は近代的植民地経営としてのアグリ

れたフィリピンにおいて、大土地所有

る。アメリカの産業の中に組み入れら

ものになり拡大されたといわれてい

リピンの大土地所有制は、より堅固な

れられた。このアメリカ統治下でフィ

メリカの全面的な支配のもとに組み入

動は、アメリカによって制圧され、ア

に譲渡された。そのころあった独立運

たのである。このアメリカの教育政策

イデンティティは全く省みられなかっ

史は全て無視され、フィリピン人のア

・リサールなどのフィリピン独立の歴

（巴騨で□ほ：ロ）が撲殺した事件やホセ

マゼランをマクタンの酋長ラプラプ

の民族抵抗運動として扱われている、

国民的英雄として学んだのである。

アメリカのワシントンやリンカーンを

た。したがって、フィリピンの人々は

アメリカの一部としての教育が行われ

は、アメリカとの間にあった独立の約

一八九八年十二月’十日フィリピン

二、アメリカ支配

難になっているのである。

方語が中心的な役割を果たすことが困

る。各地方の対立によって、一つの地

及の困難さの背景には地域対立があ

でには至っていないのである。この普

て広く全ての人々に受け入れられるま

されていて、フィリピノ語が国語とし

ま行われたのである。フィリピンの独

省みられず、アメリカの教育がそのま

ながら、そこではフィリピンの歴史は

の識字率を大きく向上させた。しかし

が行われた。この教育は、フィリピン

が導入され、アメリカ人としての教育

基づいて一○○○人のアメリカ人教師

代教育制度が導入された。この法令に

○一年に「第七四法令」が施行され、近

ることになる。歴史的に見れば、’九

ピンは初めて統一的な言語を導入され

このアメリカ支配のもとで、フィリ

英語の受容度は高い。マルコス元大統

間では植民地化された後に導入された

したがって、現在でも、特に知識人の

ほうが容易だったという事情がある。

語を受け入れるよりは英語を受容する

地域の人々にとっては特定の地域の言

文化の違いがあるために、それぞれの

フィリピンには地域間による対立や、

急速に英語が普及した背景には、

を果たすようになったのである。

り、フィリピンの共通語としての役割

知識人の中で急速に英語の普及が高ま

現在のフィリピン史の中では、最初

語など地方の言語がその地域地域で話

束を無視され、米西間の密約に依っ

自性というものはなんら勘案されず、

の中で高等教育は全て英語で行われ、

て、パリで二○○○万ドルでアメリカ
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は有名な話である。これらの歴史的経

する方が側近が安心していたというの

グ語があまりうまくなく、英語で演説

領がイロコイ語地域の出身者でタガロ

なった。

よく似た社会的状況を作り出すことに

はアジアの中にありながら、中南米と

緯や植民地政策によって、フィリピン

の中で慣習的に承認されている慣習的

正当性なのか、またはその文化・社会

それが法的な正当性なのか、宗教的な

のはその社会における正当性である。

な正当性なのかは別にして、ある社会

における権威は、その社会の中におけ

る正当性によって根拠づけられる。権

そのものが「問われる」ことは非常に稀

威の実際の運用においてはその正当性

き、フィリピン独立教会（アグリパャ

で、多くの場合その正当性をどのよう

フィリピンの社会構造の特質

これらの歴史を経て、一九四六年に

ン）がグレゴリオ・アグリッパイ・イ

になってくる。むしろ「解釈権」をもつ

フィリピンは独立する。しかしなが

このような動きにもかかわらず、彼

ことが逆に正当性を決定する重要な役

に解釈するかという「解釈権」を、誰が

は、アメリカのシステムの中で国作り

らの社会構造の中に根付いていた権威

割をもつことになるのである。

・ラペロンの手でカトリックから分離

を行わざるを得なかった。彼らにとっ

と力とはフィリピンの中にあるもので

フィリピン国民の大多数は、カト

ら、自分たちの文化のアイデンティ

て、全ての権威と力とは外から与えら

はなく外から、特に「欧米」からもたら

リック教徒である。ということはその

もっているかということが非常に重要

れるものであって、自らの国の中にあ

されるという考えは、彼らの中に染み

宗教的な正当性は、カトリックの体系

した。

るものではなかった。もちろん、過去

付いていたのである。

ティを学ぶ機会を得られなかった彼ら

にもホセ・リサールや一八九八年の

その聖典が「聖書」という形で決まって

の中にある。キリスト教の場合、特に

一、社会と正当性

いるために、その正当性は特に「解釈

フィリピンの独立運動に尽力した人々
など、フィリピンの独自性に目覚めた

フィリピン社会における「権威は外

からもたらされる」という考えを分析

宗教における解釈権がなぜ、重要に

人々もいたことは事実である。また、
宗教的にもフィリピンの独立運動が盛

するためには、宗教的な正当性の果す

権」によって決定されることになる。

んになった一八九九年には一月二十一

なるかということを、社会と正当性の

関係から見た場合、それは次のような

役割を考えなければならない。言うま
でもなく社会的な権威を根拠づけるも

日のフィリピン共和国憲法発布のすぐ

後に、アナギルド大統領の要請に基づ
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五

現在撤去作業が進んでいる
トンド地区のスラム

意味をもっている。それは、宗教的正

フィリピンの人々にはカトリックの全

しかし、植民地支配の歴史の中で、

かったのである。また、印刷の権利そ

当性による社会的権威があったとして

それは、その社会が「解釈権」をもっ

のものも、一九世紀まで教会に独占さ

てが与えられなかった。一五九三年に

ていれば、その社会の権威が堅固な宗

れており、思想活動の手段が封じ込め

も、またそれがどんなに堅固なもので

教的正当性によって裏付けられていた

られていたのである。フィリピンの

「キリスト教教義」が印刷され、配られ

としても、その社会の要求に宗教的解

人々にとって、教会以上の権威として

あったとしても、その社会が宗教の

釈をあわせて調整することができると

受容することのできる「聖書」が、カト

たものの、それは聖書その物ではな

いうことである。つまり自らの手の中

リック公認の形で「英語」に翻訳された

「解釈権」をもっていれば、社会変革は

に解釈権があれば、自分の国の国民国

のは二○世紀に入ってからであり、そ

く、解釈の元と成りうるものではな

家としての主権に従った形で宗教的権

れまで彼らは自らの手で聖書を読むこ

可能なのである。

威を解釈することができるのである。

ともできなかったのである。つまり、

制度的宗教における正当性の根拠であ

この観点から考えるならば、ヨー

ロッパにおける宗教革命とは、民族意

る「解釈権」を彼らはもたず、修道会か

この社会構造は、王制や帝制におけ

識の高まりの中で、この聖書を自国語

もたらす動きであったということがで

る一般民衆の社会構造とよく似てい

ら与えられる解釈を受け入れるしかな

きる。自らの手の中に解釈権があれ

る。この場合には、宗教的根拠や伝統

に翻訳することで、ローマ教会に独占

ば、民族の。国民の意志がそこに反映

的根拠によってその正当性は自明のも

かったのである。

されるという意味から社会構造として再

のとして与えられ、一般民衆はそれを

されていた「解釈権」をそれぞれの国に

帰性・循環性をもちえることになる。
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巴．｝‐一再

疑うべくもなかった。しかしながら、

あるために、それなりの循環性を確保

に社会制度として権威の根源が明確で

つまり、悪い政治を行えば、為政者

王制や帝制と違うところは、｜股民衆
あっても、その正当性を与えている者

はその権威を否定され、新たな為政者

することができるのである。

が同じ社会制度の中にいないというこ

なり、新たな社会制度を自ら産みださ

が解釈権をもっていないことは同じで

とである。

しかし、フィリピンの場合、このよ

ざるをえなくなる。つまり、一般的に

よっては教皇に向けられ、対応を迫る

うな意味での絶対的な為政者はいな

どういうことかと言えば、王制や帝

ことになる。もし、その対応が充分で

い。しかも為政者は選挙で選ばれた、

いって、変化の起こりにくい社会で

なければ、社会体制の変革を行ってでも

つまりすでに自分たちの意志を反映し

制のようにその正当性を与えている者

その必要性を満たそうとするのである。

た結果選ばれた人々のはずである。社

は、逆説的にその変化の困難さ「緊張」

もちろん通常は、社会制度として一

会制度的には、不平等があればそれが

が同じ社会制度の中にいるのであれ

般民衆の手に解釈権が与えられていな

選挙結果に反映され、この意味で変化

を高め、社会の変化を引き起こしてい

いことから、簡単に自らの社会に権威

の起こりやすい社会のはずである。と

ば、民衆の不満がある場合、その不満

を与えている者を破壊することはな

ころが所得の分配などを見てみるとそ

くことになるのである。

い。しかしながら、どうしても不満が

うではない。

は為政者としての王や皇帝、場合に

たまった場合には、その不満は明確に

これは、以下のような構造の中で形

づくられたと考えることができる。

これまでの権威を否定し、新しい社会
制度を模索することになる。つまり、

フィリピンの場合、近代合理的な正当

性としての民主制も、アジアの他の諸

民主制に比べればフィード・バック
（再帰）は起こりにくいものの、逆説的

a３

く、世界情勢の中で与えられたと言え

支配者を倒して手に入れたものではな

としても、市民革命の結果それまでの

国と同じく自らの内発的運動はあった

強化する形で固定されたのである。

制の中に組み込まれ、実質的にそれを

が植民地時代に形成された宗教的正当

る上下関係としての支配・被支配関係

入したとしても、社会構造の中におけ

な社会変化に対する循環性を喪失し、

フィリピンの社会構造はダイナミック

る。このようなメカニズムの上で、

のメカニズムが働いていることにな

として解明したメカニズムと、全く逆

安定化し構造化しているのである。

る。したがって、フィリピンの場合、
社会制度としては、近代的な制度を導

したがって、フィリピンの社会構造

を考えてみると、フィリピンにある伝

統的な文化と二つの正当性が相互的に

るために必要な解釈権を自らの内に

条件の中にありながら、それを変革す

面では、帝制や王制と類似した宗教的

フィリピンは、実質的な社会構造の

のではなく、その利益と繋がること

解できる。そこでは単に候補者を選ぶ

と祭りとの類似性から考えるとよく理

くれる候補者が人気を博すのも、選挙

ている。選挙の中で、多く楽しませて

である。

込み、利用することで安定しているの

代的な民主共和制という正当性を取り

伝統的な正当性が、戦後導入された近

化と融合したキリスト教に代表される

ということができる。特に、土着の文

作用してその特色をつくりあげている

もっていない。また、社会構造の面か

で、自らの立場を確保する努力と同時

加えてこのメカニズムは社会構造を

了終わりにラィリピンの社会構造とその問題点
ら見ても、その社会の中に絶対的な権

に、数年に一度行われる祭りとして普

述べてきた、解釈権をもたない宗教的

力者が存在しないことから、逆に、そ

このように、選挙が発散の場となる

正当性に見られる構造は、単に宗教に

規定するのみならず、人々の社会意識

選挙が固定的な社会制度を維持する重

ことで、フィリピンの社会構造の中に

とどまらず、広く社会全体の人々の意

段の不満や、欲求を発散させているの

要な意図せざる機能を果たしているの

社会変革を起こしえるだけの十分な

識を規定している。フィリピンの人々

こには社会変化を引き起こすだけの緊

である。

「緊張」が溜まらないという結果とな

にとって自らの正当性とは、欧米から

を同じように規定している。これまで

フィリピン社会の最も根底にある西

る。ここにはマックス・ウェーバー

権威を借りてくることで裏付けられる

である。

太平洋の文化は、激しい祭りと静かな

が、ヨーロッパの近代化のメカニズム

張が蓄積されない。加えて、民主的な

日常とのコントラストをその特色とし

Sイ

フィリピンの社会構造における植民地支配の影響

た社会構造と、社会的意識が欧米崇拝

である。つまり、伝統的に形づくられ

は、自らの内に権威はないということ

ないで、他から借りてくるということ

のではない。自らの内で権威を創出し

ちろん、現実の問題として、国内に雇

欧米へでかけてしまうことになる。も

の結果、教育を受けた人間がこぞって

も欧米的な価値の方が優先される。そ

では、自国の文化や社会的な価値より

このような社会的な価値の体系の中

ピン政府も国家意識の形成に懸命に努

広く見られる構造である。現在フィリ

いがあるにしても、旧植民地経済圏に

この同じ構造は、地域地域による違

組み込まれた内部的な傷である。

人々の意識と社会構造の中に構造的に

は資源の不足、教育の不足による人的

をつくり上げ、その結果、権威の源で

用の場がないということもある。加え

力している。フィリピノ語と呼ばれる

なる。

ある欧米の価値観のもとに、自ら進ん

て、仮に国内に雇用機会があっても、

タガログ語を国語に採用し、自国に目

ものであり、自らの内から産み出すも

で組み入れられるのである。

大学卒の人材を採用できるのは外資系

を向ける人材を育成しようとしてい

資源の不足などの外的な傷ではなく、

自らの中に権威がないということ

の企業である。このように社会的意識

している。フィリピンの将来は、ここ

は、その価値を変革するすべも、自ら

フィリピンの近代化という意味での

まで述べてきた社会構造上の悪循環を

る。その一方で就学率の伸び悩みや地

る「解釈権」をもちえていないのであ

社会改革を担いうる中産階級の知識人

断ち切ることができるかどうかにか

と現実における雇用の場という両面か

る。そこでは、いつまでたっても、欧

ほどその傾向が強いのである。これで

かっていると考えられるのである。

創出するすべももちえないということ

米の基準による評価だけが自らの正当

は、選挙制度を通じて有効に民意を反

方での小学校一一～三年時における中退

性を裏付ける基準となる。この基準の

映させうる社会階層が育たない。いつ

＊この論文は日本大学社会学会『論

ら、構造的に頭脳流出が起こってしま

もとでは、自国の文化的な価値や社会

までたっても、一部の大地主、富裕階

叢一一五号ｌ松島静男教授退職記

である。つまり、現実的な社会意識の

的な価値は欧米的な価値よりも劣った

層と多くの貧しい人々という二層化さ

念号』に掲載された論文「フィリピ

が依然大きいなど、困難な問題が山積

ものとして意識されるのである。この

れた社会が続くことになるのである。

ンの社会構造における植民地支配

うのである。

ような意識は特に、高等教育を受けた

このように、フィリピンが植民地時代

中でも彼らは、欧米の価値を変革しえ

人間に強く見られる。自国で評価され

の影響二部訂正の上、加筆したも

のである。

に受けた支配は、現在のフィリピンに
大きな傷を与えている。しかもこの傷

るよりも権威の本場である欧米で評価

されたいという意識が強くなることに

5５

に功うすふぉｌらむ

一一○’○年に食糧３億入分不足

変わらなければ、九三年の二千四
百四十二万少供給超から二○○○
年には約二千三百八十四万少（需
要量の約四・七％）の需要超に変わ
り、二○○五年には不足量は六千

九百六万少（同一二・一％）に拡大
する。米の自給は維持できるが、

すでに輸入に頼っている小麦の不

足が拡大、肉の消費増に伴い飼料
用トウモロコシも自給できなくな

ると分析。特に揚子江流域や南部
の沿岸地域で深刻な供給不足にな
るとみている。

食樋危機を回避するには、農地

●中国州、鍵粗３穂人分不足…雛

●、心測鱈民一間連鞭醸；……：廓←

●ベトナム僻ｉｖ鍵鰐康急ぐ嚥顕一

●一人勺子一政雲湾人糠舞鎖輝」ｊ閉
●「糞腔爆護規憲一』（憾蓋別・←駒

●「女子の鏑採用』｜鴎めずｌ旬

●中国の食糎噂織に米反輪？虚

●「塞譲採護鍔篭嘗撤廃を…能

●中国鰯食雫粗不足聖埋鞠可能；甑

●一食趨問蝋一安全爆騨唾必要蜂札罷

共同で実施した中国の食紐需給の

低い省でかんがい設備の拡充や技

要と指摘している。食糧生産性が

たり、流通体制を整える政策が重

●醤繍摺薊一電露盤議蕪馨輔十

小麦の不足で楊手江流域など深口刻
見通しと政策提言を示した研究報

●東南蕨・児へ童売霧愈実態・矧舶

海外経済協力基金が報告

告を発表した。それによると中国

⑩土嚇撒一一一一一一予年偲幡四千万…、

中国の食糧需給の見通し

６０

５５

５０

2010

2005
2000

98年

の食糊が不足する見通しだ。食糧

少と国内需要の約二割、三億人分

’○年には一億三千六百三十一万

半分に縮めることが可能と試算し

年の食樋不足量を今回の予想の約

インフラを整備すれば、二○’○

卸売市場設備や道路網などの流通

■｜柔糸撒澱露磯霧饗購慧一獅

年に十四億七千五百万人に達する

同報告は中国の人口が二○一○

六年度から始まる第四次の対中円

援助の重点分野にする方針で、九

給見通しに基づき農業部門を対中

む。

’九九五・九・一’十六）

（日本経済新聞・

戸…．。’ｒ■■ｑｑ・曰・Ｉ■，。■‐，｜」０．》、』｜・」‐四評尹卜叱『■ＩＳＬ十日。■ＩｉｆｐＬ０－ｏＪ少■■‐，Ｒ山■■ｑｐ５９ｉⅡＰ０８．６■◇トレ。■凸・小・伊・・冊凶ｒ蕪，Ｌ‐Ｌ↓・‐’，‐，。。＃－」

一心寵鯛鰯騨会識倒蒸燃画軒鞠

一一：＃：峰叙鶴鷲鷺鱸懲蝋

心画鰯撫鼬壁騨蕊雛躯辮織翠低傭坤・顕

⑲獅嘩繊繊謹犀嶋齊懸詞耀唾膚熊誠
不足を回避するには全国レベルで

ている。

と想定して食糧の需給見通しを試

借款では五つの農業案件を盛り込

海外経済協力基金はこうした需

算。これまでの生産・需要傾向が

する必要があると提一一Ｆ）ている。

適地適作を徹底し、流通体制を整備

の中国璽熱し蛎塗蝋塞地・・…鯛

海外経済協力基金は二十五日、

術普及を進めると同時に、各省の

千万トン

５０
４４

は今後、食糧需給が悪化し、二○

の工業用地などへの転用を制限し

献じ

中国農業部（農林水産省に相当）と

園
6５
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ＯＤＡに民間連携

資金不足を補う手段として注目

とで民間の進出が容易にもなる。

さらに、経済成長で援助の受取

持していく手段として外交面での

国から供与国に変わりつつあるタ

効果も期待される。

されるのが、途上国のインフラ整

一定の利潤をあげるまで経営

二十一日開かれた「民活インフ

備に民間資金を導入する方法。民

（○℃閂巴の）も行った後、相手国に

ラ支援会議」では「アメリカなど日

イ、マレーシアなどの国々と日本

での七年間にアジア経済成長維持

と、一九九四年から二○○○年ま

所有権を譲渡（弓『：⑪【臼）する「Ｂ

本以外の民間企業の参加」、「官民

が経済協力を通した友好関係を維

二十一世紀への世界経済推

ＯＴ方式」と呼ばれる方式が具体

（団員丘）し、建設資金を回収して

進力とされるアジア経済だ
のため必要な基盤整備資金は約一

化されている。

間企業が道路、発電所などを建設

が、経済基盤整備が今後の課
に求めるかが成長持続へのかぎと

兆二千億がという。資金源をどこ

「ＢＯＴ方式」具体化進む

題とされる。膨大な資金が必

には円借款を中心とする日本の政

これまでアジア経済の基盤整備

もあり、魅力ある方式だが、相手

設工事などを請け負うチャンスで

民間企業にとっては、大型の建

て、ＯＤＡに民間活力を合わせた

設支援基金設立」など提案も出

出資による途上国経済インフラ建

なる。

要なインフラ整備のため、日

間活力を利用する経済開発が

本政府を中心に官民共同で民

解説部杉下恒夫

検討されている。

「ＢＯＴ方式」は今後、アジアに

る。

おける重要な開発政策となるだろ

開発戦略が具体的に動き出してい
で日本の民間会社が建設した高速

でいる。｜昨年、タイ・バンコク

道路の料金を巡って、日本企業側

国政府の出方一つで危険もはらん

とタイでは八○年代の全経済基盤

に、日本の官民が一体化して経済

う。だが他の先進国及び途上国

を果たしてきた。ある調査による

整備の約一○％が日本のＯＤＡ資

の設定した料金を「高過ぎる」とし

府開発援助（ＯＤＡ）が大きな役割

長は「奇跡」といわれた。今後も世

たタイ当局と紛争が起き、建設し

八○年代後半、アジアの経済成
界経済のけん引力として引き続き

金によるものだった。また、イン

進出を図る政策という批判を招か

ドネシアの電力の一五％、マレー

た会社が、始業前に手をひくとい

ジア経済の弱点はエネルギー、運

シアの高速道路の二○％が円借款

高い成長が期待されているが、ア

輸、通信などあらゆる分野にわた

ないよう努力することも重要だ。

これまでアジア経済の推進力と

中では全体の六％ぐらいにしかな

というばく大な将来の資金需要の

五％伸びても、一兆二千億が以上

ることになる。また、道路の公害

決定に従うというリスクを軽減す

可能となり、相手国政府の一方的

ルが発生した時、政府間の交渉が

て官民一体で事業を行えばトラブ

（読売新聞・’九九五・九・二十六）

うトラブルがあった。

なってきたのは、労働力、資金な

らない。日本のＯＤＡのほかアメ

「ＢＯＴ方式」にＯＤＡを絡ませ

で建設されたという数字もある。

ど資源の拡大だった。しかし、こ

リカなど他の援助国、世界銀行な

わない部分をＯＤＡで建設するこ

対策など、民間企業では採算の合

だが、円借款供与額が今後、年

る経済基盤が未整備であること

れからのアジア経済は生産効率の

どの国際機関の融資を加えても資

だ。

改善という大きな問題の克服が最

金需要にこたえるのは不可能だ。

アジア開発銀行の試算による

大の課題となる。

５７
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になってきた。このほど、「エイ

政府は感染原因を買春や麻薬と
ケ、ダンスホールの摘発を強化

必要性を強調、決意の固さを改め

中国のこの二十年間の人口の増

て感じさせられた。

え方をみると、七四年に九億人、

見ており、無許可営業のカラオ

八一年に十億人、八八年に十一億

ズと社会」という感染例や国の取

し、処罰を厳しくするように警察

り組みを紹介する隔月の公報紙を

などに指示を出した。

で進み、やはり七年後の今年、十

人と、七年で一億人増えるペース

創刊。また、国家エイズ対策委員

（日本経済新聞・’九九五・十・十四）

会などがエイズ撲滅のためのテ１

マソングを作曲、キャンペーンに
も乗り出した。

二億人に達した。人口資本説を

とっていた中国が、いわゆる「一

人っ子政策」を登場させたのは七

九年十二月。人民公社の不振など

米大統領夫人は、｜人っ子政策に

名誉団長、ヒラリー・クリントン

反論を待つまでもなく、「この政

りの成果は上がった。李鵬首相の

この間、一人っ子政策もそれな

から、深刻な食糧不足に見舞わ

石橋武之（人口問題調査会）

ついて「子供数を決める権利が個

》■コト『人権無視」内旧岨■緋■■から一批〆判

世紀の大実験といわれる中国の

人にあるのは国際社会の常識」

西一（・車へ国の一口人口■幻子灘■一驚■■

医療関係者らに衝撃を与えてい

一人っ子政策が揺れている。中国

れ、危機感が強まった時だった。

る。同国では感染者総数自体も増

の人口は今年二月に十二億人を超

染が同国で初めて明らかになり、

える兆しにあり、政府は啓蒙（け

策を実施したために二億人を少な

・国家計画生育委員会主任は豪語

く産んだことになる」と、彰凧雲

していた。しかし、中国が市場経

「もし計画生育（一人っ子政策）を

行わなければ、中国は将来、自ら

と、中国政府を非難。李鵬首相が

を滅ぼしてしまう」と反論するな

えたが、この政策を打ち出して間
は「今世紀末で十二億人にとどめ

もない一九八○年当時、中国政府
たい」との目標を掲げていた。こ

いもう）用の冊子を作成するな

赤ちゃんの感染が確認されたの

済体制に転換し生活が向上するに
強化する方針だが、人口の七割を

イグル自治区の省都・ウルムチ市

人□をつかむことは不可能に近い

そもそも中国の場合、正確な総

た。

ど、緊迫したやりとりがあった。

したが、各紙は詳細について触れ

聞いた。いずれも「生存権と発展

を訪れ、両市の政策担当者に話を

つれて、人びとの考え方も柔軟か

だ。中国は一人っ子政策をさらに

れが五年も早くきてしまったの

ていない。同委員会によると、九

いないし、女性の意識も変化して

占める農村部では十分に浸透して

のだ。北京や上海などの大都市を

監視の目を逃れて子供をたくさん

除き、農村では計画出産に対する

産み、出生届を出さない戸籍のな

権は最も基本的な人権であり、こ

よう、住民に注意を促す」とその

画出産という基本国策を貫徹する

れを優先すべきだ。これからも計
先月、北京で開かれた国連世界

いる。人権侵害との立場から、国

女性会議でも、米国政府代表団の

外の批判も無視できない。

赤ちゃんにまで感染が広がり出

千九百十人、患者三十二人、うち

したことで、政府も対応に積極的

七十人が死亡したという。

つ多様になってきた。

月初めの段階で国内の感染者は二

この春に上海市、夏には新調ウ

エ。国家エイズ委員会が明らかに

は、ホーチミン市と中部の古都フ

ど、対応策にも本腰を入れ始め

ほど母子感染による赤ちゃんの感

る。ベトナム各紙によると、この

感染が深刻な問題となりつつあ

策を推進するベトナムで、エイズ

【ハノイｕ日Ⅱ村田文教】開放政

■■嚢嚢遷嚢LJJJJJJI

鍼

lこゅうすう５，０５－らむ

り多い。その数は三千万人とも五

い子供（俗にいうヤミっ子）がかな

の人口比率は３対７である。都市

と思われる。中国では都市と農村

人を段階的に取り入れていくもの

人まで」を基本に、一人ないし二

の日本語版も刊行された。｜人っ

ザー」という本が話題となり、そ

た。決して上からの押し付けでは

活向上のために有効だと気づい

なり、農村では「貧困と子だくさ

は「労働力不足と高齢化」が深刻に

子政策の指導者が自分の結婚・出

るほど、現実との落差が顕在化し

し付けではない」と強調すればす

ない」と言っている。しかし、「押

国民は子供を少なく産むことが生

多ければ多いほど幸せ）といった

を持ち始め、たまたま夫の留学で

産になって、政策そのものに疑問

アメリカで「チャイニーズ・マ

人っ子政策がスタートして以来、

千万人ともいわれ、背景に労働力

だ」とする意見である。

確保や農村の「多子多福」（子供は
伝統的家族観があるのも事実だ。
ん」の悪循環が続いてきた。それ

ヤミっ子は無戸籍だから教育の

「二○○○年までに十二億人」の

国を回った時、同行の市計画生育

だった。国内での人権意識の高ま

口爆発に苦しむ中国の苦渋の選択

内に抑える」と上方修正した。人

「（二○○○年までに）十三億人以
委員会の女性職員が、「本当は私

りはあるものの、「中国の人口が

目標が崩れたことを受け、中国は

も子供がもう一人欲しい。でも公

増えることは世界の脅威」と考え

禁」を犯す夫婦の心理的かつとう

らした。今思えば、彼女は「チャ

「自国の実情に合わせた少子策」を

る国も多い中で、今後も中国は

（毎日新聞・’九九五・十・十八）

ないか。

進めていくしか、道はないのでは

イニーズ・マザー」の主人公と同

ろ、中国の家族計画関係者は二

日の目を見るはずがない。日ご

内部告発的なこの本が、本国で

じ心境だったのだ。

務員の身だし・・…・」とポッリと漏

を描いたものである。数年前に中

切るｌという内容．自ら「国

てくるような気がする。

一人っ子政策に対する外国の評

をどこで断ち切るかが問題だ。

渡米した際、二人目の出産に踏み

サービスも受けられない。「国民

機会は与えられないし、他の行政
の質の向上のためには教育」を掲
げる国としては、頭の痛い問題
だ。また同じ国策とはいえ、都市
く、農民たちの不満もあって、省

部と農村部では経済格差が大き
条例で二人ないし三人の出産を認
めるところもあるから、ややこし

い。これに対し、大都市は二組
の夫婦に子供一人」が、ほぼパー
フェクトに実行されている。

九三年の上海市の場合、｜人っ

価は真っ二つに分かれる。「厳し

子政策の実施率は九九・七八％を
誇り、九四年には出生数が死者数

から活発となりそうだ。今年九

を下回って、ついに人口が一万人

月、トヨタや日産など大手自動車

い出生制限をしたおかげで十二億

女性の残業や深夜勤務を制限す

減という中国初のマイナス成長と

る「女性保護規定」の撤廃を含めた

■函■■■■［淡臘鰍獺鯛縦醜鵬鰯鮒獣も。
た」という容認派と、「産む、産ま

たら今日の発展はあり得なかっ
ないは個人の自由。国が押し付け

メーカー労組で組織する自動車絵

人で収まっている。これがなかっ

のままだと、将来の人口構成が適

労働基準法の改正論議が、この秋

という形で跳ね返る。上海市はこ

正さを欠くと、計画出産を見直す

るのはもってのほか。人権問題

なった。この結果は当然「高齢化」

声が出た。具体的には「子供は二

5１

街にあふれる人の波（上海市）

連（得本輝人会長）が他の労組など
に先駆けて、女性保護規定の撤廃

か、論議の行方に注目したい。

残業では、自動車工業など工業的

当の女性自身はどうか。自動車

アンケート調査を見てみると、残

社の女性従業員千五百人に対する

に”たたき台“として行った加盟各

以内と規定され、年間の残業時間

総連が「保護規定撤廃」を決める前

はいずれも百五十時間以内だ。ま

事業場では一週間で六時間以内、

労基法や女子労働基準規則にあ

非工業的事業場は四週三十六時間
る現在の保護規定は、昭和六十一

（小松勉）

日からは労働省の婦人少年問題審

を求める方針を打ち出し、二十五
議会で改正論議が再開される。依

業規制の撤廃や緩和を求める声は

公民横法

労働現場における女子保護や産前産後休暇な
ど母性保護の規定は「違法な性差別」として
禁止されている。
英国

性差別禁止法

1986年、労働時間や深夜業、休日労働に関する
女性保護規制などが撤廃された。
フランス

男女の職業の
機会均等など
に関する労働
法典

産前・産後休暇の延長や労働時間短縮、育児
休暇など女性を優遇する諸規定が定められて
いる。最近、規定の矛盾が指摘されており、
今後、妊娠・出産とは直接関係のない保護規
定は圧縮される方向で検討されている。
スウェーデン

男女機会均等
法

職場での男女平等を促進するよう積極的措霞
を企業に要求できるほか、麗用、待遇、給
与、昇進、解雇などに際しての性差別を禁止

ない

ザイナ１など専門職の十八職種に

や公認会計士、医師、弁護士、デ

例外として、残業は指導監督職

割を占めたのに対し、今年のトッ

は、十年前に「賃金・手当」が約七

較してみると「男性との差別感」で

だった「昇進は男性と同じ割合に

た。さらに、十年前は一三・九％

して」の項目は今回七九・六％とな

プは「昇進・昇格」が七割と変わっ

も指導監督職、専門職に加え、接

り、職業意識の変革がうかがえる。

百六十時間以内を認め、深夜勤務

ワーデス、旅行添乗員など「女性

また、職種別にはばらつきがあ

るものの、仕事に対する意欲の高
は「以前と比べると『母体保護』

。五％と五割を超える回答が寄せ

「より高度な仕事がしたい」は五三

やりがいがある」が六五・八％、

さでは、女性全般で「今の仕事は
を除く項目で適用除外の業種を増や

の社会進出の増加に伴い「男女格

向性を示す資料としては貴重な結

ケートと同じとは思わないが、方

総連では「すべての女性がアン

られた。

差」をなくす動きが強まり、この

果だ」と話す。

くと「残業や深夜労働に規制があ

一方で、ある経営者の意見を聞

十年ほどで大きく変化した。労働

との方針を打ち出している。

を除く保護規定は撤廃していく」

省では「将来的に『母体保護面』

女性をめぐる労働環境は、女性

し、男女差は少なくした」と話式ｕ

労働省婦人政策課の藤枝茂係長

している。

に有害ではない一仕事に限り容認

客娯楽業や電話交換手、スチュ

就く女性に限り男性並みの年間三

アンケートの結果を十年前と比

約六割に上った。

米国

制限がある。

た、深夜勤務、休日労働、坑内労

法

｡

働は原則的に禁止で、適用除外にも

罰則を科すことができる。

年に施行された男女雇用機会均等

している。

法に関連し昨年三月改正された。

性による差別を受けた女性は賠償金を請求で
きるほか、オンプズマンは企業に改善命令や

然として労働現場に残る「男女格

法律名
国名

雇用や給与、昇進などで性差別を禁止してい
るほか、深夜労働については規制を縮小する
方向。妊娠開始から出産後７月までの女子は
法の規定から除外される。
管理職と保険業務は深夜労働禁止は適用され
男女均等待遇
イタリア

規定内容

差」にどっ”風穴“を開けていくの

欧米における女性保護規定の現状
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こゅうすふお－らむ

るので、男性と同じような仕事を

危険への対処もインフラを整備す

で高める必要性も指摘されてい

た。最近の女子学生の就職難の一

んどで、昔ながらの性別による役

て、一般職採用は絞るだけ絞る、

因として、企業が総合職に比べ

割分担が形を変えて企業に定着し

ちろん「男女を含めた全体的な残

の論議では、男性の意識改革はも
業、深夜勤務の見直し」も争点と

る。その実現を視野に入れ、今後

均等法の施行以来、「女性の処

るなどさまざまな方法があるは

遇平等化は時代の流れ」（労働省婦

なりそうだ。

ず」と話す。

と思う」という。さらに残業や深

人政策課）との認識が強まり、保

に就けることも現実的には難しい
夜勤務から女性を「保護」している

護規定を撤廃する以上は、均等法

任せることはできないし、管理職

のだから、企業努力にゆだねられ

教授）に実態調査を依頼。同研究

懇談会、座長・安枝英詳同志社大

機会問題研究会」（婦人局長の私的

は、学識研究者で作る「男女雇用

こうした事態を憂慮した労働省

する声も強い。

というコース別人事の弊害を指摘

ている均等法の規制をこれ以上、
を欧米並みの『差別禁止法』にま

「女子のみ採一用」認めず■

（産経新聞二九九五・十・二十四）

強化することはないｌとの声もあ
る。

総連では、経営者側のこうした
考えをテーマに昨年十一月から、

有職者や女性組合員ら内部で議論

「女子のみ採用」は均等法施行以

書をまとめ、二十五日に開いた婦

拡大に役立っていないとする報告

会は「女子のみ採用」が女性の職域

労働省は二十五日、企業が従業

降も、これまで十年間にわたって

来年度からコース別人一事に影・・響

長によると「欧米では女性のみに

員を採用する際に、対象を女性の

を繰り返した。加藤裕治事務局次
残業や深夜勤務を制限することは

関、会長・人見康子慶大名誉教

人少年問題審議会（労相の諮問機

この結果、コース別人事制度を

認められてきた。「男子のみ」の募

導入している企業は①｜般職も総

集・採用は男性優遇にあたり、女

女性の職域を拡大する優遇策であ

合職同様、性別に関係なく募集・

みに限って募集する「女子のみ採

るとして、法律上問題はないとさ

用」を認めないことを決めた。来

連合などとは基本的に合意してお

れてきた。

『不当な男女差別』として法で禁

り、男女雇用機会均等法の解釈通

一般職を新設する②総合職・一般

採用し、これまではなかった男性

止されている。ならば、現在の保

良い」との結論に達したという。

達に「女子のみ採用」を不可とする

しかし、均等法の施行後、基幹

授）の婦人部会（部会長・若菜允子

しかし、「家事や育児もあり女

業務担当の総合職と、補助業務担

職の採用区分をなくして大卒を一

弁護士）に提出した。

性の負担が増える二保護規定を外

の婦人少年室長に通知する。将来

項目を追加、十一月に各都道府県

「コース別人事制度」を導入する企

当の一般職に分けて採用する

コースに振り分けるように採用シ

括採用、数年後に適性に応じた

に抵触するが、「女子のみ採用」は

すことで危険な事件・事故に巻き

は均等法に盛り込むことも検討し

業が大企業を中心に増加。導入企

ステムを変えるｌなど、人事制

性の職域を狭めることから均等法

込まれる可能性もある」などの意

ている。企業は「男性一般職」の創

度の転換を迫られることになる。

年度の採用計画から実施するよう

見もあり、総連以外の労組や上部

設など人事政策の変更を迫られる

職を女性だけとするケースがほと

業は総合職の大部分を男性、一般

企業を指導する。すでに日経連、

団体などでは保護規定撤廃に消極

ことになり、採用戦線にも大きな

て処遇の平等を求めていくほうが

的だ。加藤局次長は「家庭的な仕

影響が出そうだ。

護規定は撤廃し、均等法を強化し

男性の認識を改めることが必要。

事は夫婦の共同作業というふうに
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定麺

報告を受けた審議会は同日、施行
十年目を迎えた男女雇用機会均等

ただ均等法には罰則規定がな

十九日には、世界最大の穀物市

く、現在でも違反行為があった場

シカゴ市場で穀物価格が十数年

トさせた。

「女子保護規定」の扱いは均等法

法の本格的な見直し作業をスター

の改正論議の中で最大のテーマの

合には労働省が各企業に指導・改
「女子のみ採用」を禁止しても強制

善要請をしている。解釈通達で
力に乏しく、企業がどこまで実施

とのうわさが流れ、先物相場は十

が小麦の買い付けに入るらしい」

五年ぶりの高値を更新した。わず

場、シカゴ商品取引所で「ロシア
告する予想が相次いでいる。だ

かな情報が思惑を呼ぶ事態になっ

ぶりの高値をつけ、中国の食糧需

が、その予想には「食栂不足を過

一つ。保護規定廃止が明確に打ち

（日本経済新聞・
しかし「性急な規制緩和は問題

大視している。米国などには増産

するか疑問との指摘もある。

点が多い」との意見もあり、審議

要の増加を材料に「食糧危機」を警

会の中で激しい論議が交わされそ

チ研究所のレスター・ブラウン所

まえた見直しが必要」とし、女性

性保護を除き、均等法の趣旨を踏

的法改正を提言。保護規定も「母

ことだ。

開発支援を、長期的視野で進める

国で農業に取り組む人材の育成や

日本にとっていま必要なのは、各

金（ＯＥＣＦ）と中国農業省・農村

想を発表。日本の海外経済協力基

六千九百万少不足する」という予

国の穀物が二億七百万少から三億

米環境保護団体ワールドウオッ

る。一方で、食糎を輸入に頼る貧

長は九月、「二○三○年には、中

ている。

報告は、性による雇用差別全般

よる穀物買い占めを恐れている。

しい国々は、日本など大消費国に

の余地がある」との反論が出てい

『性差別禁止法』が必要」と抜本

の解消のため「均等法に代えて

を対象とした保護措置は「女性全

経済研究センターも「中国では、

二○一○年に一億三千六百三十一

万少不足する可能性がある」との

最近の市場価格の高騰もあっ

共同研究を発表した。

て、こうした予測が関係者の間

Ｕ）の生産調整に、中国の穀物純

で、現実味を帯びて受け取られ始

出基地である米国、欧州連合（Ｅ

なったことが主な原因だ。米農務

をとる。同政府の長期農業基準予

米政府は「危機」説とは別の立場

輸入国への転落などの要因が重

の低水準になる」と予想する。

間需要の一六・五％と十八年ぶり

めている。

女子保趨規定労働基準法の規定
公認会計士、弁護士、編集者、研究
者、電話交換手など専門的、技術的

な職種を除いて、一般に女性の残業
や深夜勤務を大幅に規制している措
圏。

（産経新聞・’九九五・十・二十五）

省は「小麦の来年夏の在庫は、年

で、母性保護などの観点から医師や

穀物価格の上昇は、農産物の輸

〈伊藤裕章（ワシントン）〉

労働省婦人局長の私的懇談会

る募集・採用規定の廃止も要求。

わゆる二股職」を「女性のみ」とす

報告は、補助的業務が中心のい

した。

題審議会（労相の諮問機関）に提出

撤廃を求める報告を、婦人少年問

子保護規定」について、事実上の

を制限している労働基準法の「女

「男女雇用機会均等問題研究会」

:.:.....::.:淫.弔・.::..:::.;

体の地位向上につながらない」と

i瀧田J:鑑ii1 鑓

（座長・安枝英諌同志社大教授）は

1m蕊蕊F蕊ii1

’九九五・十・二十五）

護Ｉ
｣---.--.

うだ。

出されたのは初めて。

■雲讓JJJi窪■魅l蕊菱

の基本的な味方を提示した。
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二十五日、女性の残業や深夜勤務
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にゅうすで､お－らむ

年で中国の穀物輸

想では、二○○五
入は三千万少弱と
見積もっている。
ブラウン所長の同

思惑があるのではないか、という

い、という日本や中国の関係者の

という。

させ、生産調整を実施してきた」

（ＣＲＰ）で耕地の一割以上を休耕

全米小麦委員会のカンザス委員

のだ。

ドゥイト・ジョンソン氏は「食糧

ス州マンハッタンの兼業農家の

米国最大の小麦生産地、カンザ

ば、農業投資も増え、増産にもつ

までが安すぎた。価格が上昇すれ

シェル（約二十七キロ）は五が。これ

も「高値といっても小麦の一ブッ

長代理のデービッド・プレイさん

危機説は何度も繰り返されてき

三十年で世界の穀物需要は倍増す

ながる」と話す。世界銀行も「今後

過去に生産過剰

ろうとしている」と反発する。と

た。またも、ありもしない話を作

ところで、最近の穀物価格の高

るが、各国の努力で供給は可能」

騰は、アフリカなど貧しい食樋輸

とみる。

九八○年代の半ば、米国の小麦の

入国に影響を及ぼし始めている。

いうのも、米国の農民は生産過剰

り、米国は農民保護のために補助

在庫は生産過剰で一年分にもな

による苦い経験を持つからだ。一

が減少する」とみて計算している

本と同じぐらいの速度で耕地面積

ンズ・ビンズワンガー氏は二九

た。世銀の農業政策上級顧問のハ

世銀は二十四日、これらの国への
危機説が現実的でないとするも

七二年に穀物価格が高臆したとき

支援策についての緊急会議を開い

う一つの根拠は、世界的な食糧不

金をつけて、ＥＵと国家ぐるみの

条件ばかりそろえ、危機を大げさ

足が起きたとしても、米国には生

は、日本などが穀物を買いあさっ

安売り合戦を展開したのだ。

にしている。日中共同研究も両国

たためいっそう深刻化した。それ

が、クルック氏は「狭い日本と同

政府の思いが反映されているので

見方だ。

コーネル大学のアンドリュー・

紋を呼び起こす。いたずらに危機

は、貧しい国々の食卓に大きな波

世界最大の輸入国、日本の動き

だけは避けてほしい」と訴える。

産拡大の余地がかなりあるという
予想は前提の置き方で、その結
果が大きく異なる。「危機」予測の
無秩序な都市化を防ぎたいという

感にあおられることは避けなけれ

背後には、ブラウン氏のように、

ノバコビック教授は「米国は十年

ばならない。

がかりで、減反政策と地力回復の

ための天然資源保護プログラム

て食糧の自給自足の意識を高め、
それを国内の農業保護につなげた

環境保護の立場や、「危機」によっ

努力で供給は可能

はないか」と指摘する。

条件で見るのはおかしい。最悪の

1994年1月

時点の予想の三分
の一にとどまる。

米農務省経済研究
所の中国専門家フ
レデリック・ク

ルック氏は、ブラ

ウン氏の予想につ
いて「現地調査し

る。

は、相当改善余地があると主張す

い」と結論づけているが、実際に

性は世界水準、これ以上伸びな

根拠にブラウン氏は「中国の生産

三割以上多くなる。この収穂高を

位面積当たりの収穫高は実際より

を少なくみているから、現在の単

クルック氏によれば、耕地面積

最悪の条件で予想

もとに計算している」と批判する。

り四○％も少なかった。この数字を

測り方がずさんだ。報告は実際よ
測り方がずさんだ。

たが、耕地面積の

4.00

ブラウン氏は「都市化により日

6３

5.00

3.00
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95年1月

(ﾄﾞﾙ）

開発政策を提言した。第三に、補

長期的には今後、世界の食樋需

は、この調査を実施中の九四年後

を検討し、今後の指針となる農業

農業技術指導や農業開発支援にこ

中国の食椴需給見通しに関して

要が拡大し、穀物価格などが上昇

と食糧流通システムの現状を分

完調査として農業経営の組織形態

ない。日本は、発展途上国向けの

していくとの見通しでは各予想と

所のレスター・ブラウン所長が、

た。特に、省別・穀物別の積み上

析、今後の基本的方向を検討し

半、米国のワールドウオッチ研究

（朝日新聞・’九九五・十・二十七）

一一○三○年に一一一億少以上の不足が

おり、供給予測があまりにも悲観

イモ類を除く）をまとめて論じて

付面積は、省別に過去十年間増加

せず、作付面積×単収とした。作

ておきたい。供給量は輸入を考慮

試算の前提条件についても述べ

であった。．

げは中国内外を通じ初めての試み

る方策を一切検討していないとい

の見通しを二○一○年まで省別・

業部門に対する今後の支援のあり

所は、九四年八月から、中国の農

海外経済協力基金開発援助研究

トウモロコシ、大豆、雑穀・イモ

前提条件に基づき、コメ、小麦、

に、政策判断を入れない機械的な

そこで我々の調査では、第一

で、結論はかなり楽観的であった。

析というよりは政策目標に近い予測

蓄を考慮せず、人口×一人当たり

た上限値を設定した。需要量は備

穀物ごとに現在の世界水準からみ

十年間の増加傾向が持続するが、

増減には、新規開拓と農地の他目的

続するとした。これら作付面積の

傾向にあった穀物は今後増加が止

穀物別に試算した。その結果、二

方を考える上で、基礎的な調査を

類の穀物別、かつ三十の省別に供

消費量に種子使用量と生産量の五

まり、現状レベルを維持するとし

○一○年には一億三千六百万少の

給（生産）と需要を現況、二○○○

％のロスとを加えた。人口は省ご

う批判もある。一方、中国側のこ

不足を生ずることがわかった。

た。今回の調査は、中国農業部農

行い九月末にその結果を発表し

年、二○○五年、二○一○年につ

とに、八二年と九○年の人口セン

れまでの予測も、中国全体、食極

③だが、作付面積の維持、単収

村経済研究センターと共同で、一

いて試算した。

サスから求めた自然増加率を人口

た。また、過去十年間減少傾向に

のさらなる向上、さらに、流通網

定の前提条件に基づき、食糎需給

第二に、試算結果に示されたマ

あった穀物は同じ比率で減少が継

の整備、農業経営の組織形態の見

バランスの試算を二○一○年まで

イナスの需給バランスを可能な限

かいものとは言えない。科学的分

直しなど、中国側の政策努力に

行い、その結果に対応するため、

移動率で修正して増加率を設定し

全体を扱っており、決してきめ細

的なため、一部には、不足に対す

ただ、同氏は食糎全体（大豆、

与えた。

生ずると予測して、世界に衝撃を

そ積極的に取り組むべきだろう。

も一致している。世界的な食糧増

産体制の整備は進めなければなら

中一国の食罎小足「「半織幽可能
日中の協力と鑿努力が重要に
望まれる。

海外経済協力基金
業務第１部業務第３課長
辻一人

日中共同予測

ことが可能である。中国の食糧問

よって、不足量を約半分に減らす

中国自身の農業開発政策を提案し

り縮小するための政策オプション

不足１億トン超

題に対しては日中の協力による、

ようという狙いがあった。

単収は、省別・穀物別に、過去

への転用を織り込み済みである。

公平で冷静な議論の一層の進展が

府農業部と共同で、中国食樋需給

②海外経済協力基金は、中国政

響を及ぼさざるを得ない。

ひいては我々の将来の生活にも影

食糧安全保障や、国際穀物市場、

る中国農業の動向は、中国自身の

①十二億人の国民に食を提供す

睡五

“

こゅうすふお－らむ

ている。

一人当たり消費量は、過去十四
年間の全国レベルの一人当たり国

用途別（主食用、飼料用、加工用）

内総生産（ＧＤＰ）と、一人当たり
消費量の推移から一人当たり消費

量の多少に応じた四種類の所得弾
性値を抽出した。それを九三年の
省ごとの一人当たり消費量（本調
査での実測値）に応じ各省に振り

米ワールドウオッチ

かかった政

る。

の普及に努めることが求められ

による不足

の適地適作

全国レベル

備に伴い、

の省で新規農地開拓を行い、そこ

に合わせて各目標年次ごとに、ど

実施した。そして流通部門の整備

穀物別の新規農地開拓総合評価を

源、気候、地形を勘案して省別・

づき開拓可能面積を調べ、水資

調査では、各省への調査票に基

穀物の増産

で何を作付けるべきか具体的に提

通部門の整

策から、流

へのゆるや

という政策

案している。

姿が明確になる。揚子江流域、南

は北部で移出、南部で移入という

に、中国が過去十年間行ってきた

いのは、前記試算の前提条件の中

ただし、注意しなければならな

合、二○一○年の食樋不足量は六

れが全国平均に達するとした場

達しない前提となっている省でこ

れ、単収が目標年次に全国平均に

仮に、現行の作付面積が維持さ

かな移行が

ごとの一人当たりＧＤＰ年平均増

千五百万少と前記試算結果の約半

必要であろう。

加率は、過去十年間と同率が継続

後も継続されることが既に含まれ

新規開拓努力や単収向上努力が今

なる。

流通改善等で
不均衡縮小へ

よる作付面積の維持・拡大が必要

従って、前提条件以上の努力に

まる量である。

れは、需要量の一○％以内におさ

分に減らすことが可能となる。こ

方沿岸域は大幅な食糧不足地域と

試算の結果、二○’○年には一
億三千六百万少の不足が生ずるこ
とになる。これはレスター・ブラ

ウン氏の予測を二○’○年ベース

から始めて、中長期的には北部で

網といった域内流通インフラ整備

また、流通面では、各省の卸売
る作付け指数の向上や農地転用の

生産した穀物を南部、更には内陸

市場・貯蔵施設の整備、省間輸送
制限、三百九十万鯵の新規農地開

である。すなわち、灌概（かんが

拓、及び前提条件以上の努力によ

などの広域流通インフラ整備を進

部に運ぶための鉄道、港湾、道路

い）率の向上と新技術の普及によ
第一に食糧需給不均衡を縮小す

る単収向上である。需給ギャップ

さく試算結果がある程度正し

るための生産量拡大、第二に穀物

縮小のため、灌概率や肥料投入量

いとした場合、中国は何をすべき

別需給の地理的不均衡を是正する

よって需給の地理的不均衡を是正

めていかねばならない。これに

は及ばないが、現在の世界の穀物

ための流通インフラ整備が不可欠

が全国平均を下回る省を対象に強

であろうか。

特に、飼料用トウモロコシの大

化するとともに、優良品種と技術

貿易量二億二千万少、中国の穀物

幅不足が予想され、大豆や小麦の

である。移入地域における不足穀

足量である。

貿易量千三百万少と比べ大きな不

不足量も拡大する。省別では、不

物の増産といた生産部門に比重の

に引き直した一億五千六百万少に

ている点である。

すると仮定している。

となる。特にトウモロコシや大豆

一一

１１

２６

研究所調査

人省が現在の十二省から二十二省

1993年２０００２００５２０１０

り消費量の変化に従って、所得弾

千万トン一一

４０４８

｜、

Ｉ

性値を修正する方法を用いた。省

分け、各予測年次ごとに一人当た

海外経済協力
基金など調査

足量が需要量の一○％を超える移
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中国の食極需給バランス
(注)ﾏｲﾅｽは不足

するとともに、流通ロスの削減、

今回の日中共同研究は一定の前

く、地球全体の課題としてともに

のみその解決策を求めるのではな

問題は、成長しつつある途上国に

る。とりわけ食糧やエネルギーの

メージに変わるのも残念に思われ

たいと考える。

後の日本の援助を位置付けていき

ような日中の協力関係の中で、今

で冷静な議論が重要であり、その

中国の食糧需給を巡っても公平

提による試算を基に、中国による

知恵を絞っていかねばならない。

一挙に、日本に追いつく脅威のイ

穀物の大量輸入という事態を回避

摘している。

するために農業開発政策がいかに

地域的生産過剰による価格下落・

以上の結果、今後の中国政府に
あるべきか、という方向性を示す

メカニズムの作動と合わせた比較
優位に基づく適地適作・増産も可

能となってこよう。

まず中国が

よる農業開発政策いかんによって

問題意識を

は、相当程度、食糧需給不均衡拡

ものである。試算結果については

農民の生産意欲低減の防止、価格

大の見通しを修正することもでき
異論もあろう。

ただ、本調査の目的は中国の食

が、やはり、身辺に食樋不安を感

東大名誉教授Ｌ川野（重任

囲・・食糧問題安全爆陣の必要性■

’九九五・十・三十一）

（日本経済新聞・

るだろう。

樋問題の未来像の予言にあるので

像した。平成五年の米の大凶作と

さらに、食糧増産の課題を達成

去る十月十六日、ＦＡＯ（国連

から始まる米市場の対外開放の問

米不足問題の経験に加えて、今年

するには、農家が意欲的、効率的

年開かれる「世界食糧デー」第十五

食糎農業機関）創設を記念して例

じてのことではないかと秘かに想

今回提言した農業開発政策を具体

回シンポジウムが経済連会館で開

盛況のシンポに驚き

化するには、費用・便益計算を含

かれた。飽食の時代である。果た

というシンポジウム本来のテーマ

論述は「すべての人のための食糧」

の進展を図ることにある。また、

は、かつての人民公社、その解体

むフィージビリティースタディー

して何人集まるかと思いながら出

はなく、これを議論の一石に研究

後の家族経営の経験を踏まえつ

（企業化調査）と、それに基づく開

かけて驚いた。満員の盛況で席を

に食糧生産・流通に従事できるこ

つ、望ましい農業経営の組織形態

発計画の策定が必要となる。日本

見つけるのに苦労する騒ぎであ

とが不可欠である。現在の中国で

のあり方を求めて、地域的な合作

からの支援をうんぬんする前に、

として、必ずしもこの関心に直接

に即して、世界全体の問題を対象

しかし、二人の講師による基調

題もあるからである。

経済組織を軸として模索が続けら

何よりも中国側での真剣な問題意

また、流通部門ではマクロの流

れている。

る。

応えるものではなかった。

しかし、一体、これらの聴衆はど

いうこともあったかも知れない。

まず前提として、世界全体の需

今年はＦＡＯ創設五十年記念と
それによって日本の一般の人々の

展ぶりは、それ自身として、また

のような関心で集まったのか。聴

て、長期的には一部論者による不

給の見通しだが、概括的にいっ

中国を含む東アジアの急速な発

識と議論が喫緊の課題であろう。

である。本調査では代表的な流通

アジアに対する見方を変えつつあ

かったので確かめようもなかった

衆とのやりとりの時間まで待てな

クロの流通システム整備も不可欠

通インフラの建設だけでなく、ミ

ルートを把握、流通の担い手を育

るという点でも大変喜ばしい。た

そこでこの観点から私見若干を

成する必要性とともに食糧の保管

だ、途上国の悲惨なイメージが、

申し述べてみたい。

ス対策が重要な課題である点を指

時及び長距離輸送時に発生するロ
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の趨勢を前提としてのことだが、

であった。もちろん、それは過去

期的には楽観的ということのよう

安感を否定し得ないとしても、短

態にあり、それが世界市場を分

様に価格支持、生産制限の矛盾状

を受けて過剰生産状態、しかも一

た。先進諸国は大戦時の食糧不足

なっても、それは安全保障を意味

であろう。仮令、関税率ゼロに

に当たらねばならないということ

それぞれに自らの責任を以てこれ

だとすれば、仮に価格が上がるに

に対応する供給も持続的、安定的

需要もまた持続的、安定的、それ

かである。もし、成長が持続的で

いであろう。危機は需給の変動が

用意のないところに爆発する。必

急激でしかもそれへの緩衝措置の

しても、危機とは必ずしもならな

その意味では、仮令、世界全体

しない。世界国家はまだできてい

として短期的に楽観的だとして

ないのである。

倒的対米依存の形にあった大豆の

ずしも耕地減、反収減などを予定

の下で自給率急低下の日本は、圧

輸入について、｜度はアメリカの

する必要はない。耕地も、反収も

離、分割の状態に置いていた。そ

あれば、工業化などによる耕地面

も、日本は日本としてそれへの対

需給条件の長期推移によっては増

その間には人ロ増もあれば、経済

積の減少もあった。また、地域別
輸出停止に慌てるという一幕も

であろう。その点で、新食糧法下

応を忘るべきではないということ

成長もあり、反面、「緑の革命」も

には豊凶の変動もあったが、世界
あった。

というわけである。

短期的には事態はそう変わるまい

減ったというわけである。そして

格の急騰、暴騰というような事態

がけての殺到、結果として食糧価

受けては大量の小麦の産油諸国め

物取引があり、オイルショックを

ソ間の戦略的ともされた大量の穀

次に長期見通しだが、悲観とも

く。

に気になるところだが、今は措

れだけが備蓄対策だとしたら大い

伝えられる計画にしても、もしそ

での政府管理米百五十万少として

期、長期にわたって多岐、多様で

このようにして不安定要因は短

ある。

らすこともまた人の知るところで

得配分の変更が需要の急増をもた

合にも、戦争、革命などによる所

加するであろう。．しかし、その場

さらにその一九七二年には、米

全体としては、人口一人当たりの

しかし、長期的には、人口増加

楽観とも俄かにいい難い。しか

栄養水準は改善され、飢餓人口も

とアジアを中心とする急速な経済

界食糧会議（ＦＡＯ）は世界的規模

ある。拙論のくり返しになるが

もあった。そして一九七三年の世

し、人口増加と経済成長が続け

いし停滞によって二十一世紀には

と基準での食糧備蓄の必要をう

成長と、耕地面積、反収の減少な
食樋難の時代の到来必至というレ

とである。

全保障の必要性を思ったというこ

「すべての人のための食糧デー」に
されるアジアを中心とする後発諸

ば、食糧需要が増えること当然で

国の現在の食糧消費水準の低いこ

改めて自らのための食糧問題、安

講師の一人ＦＡＯの部長がいう

とからすれば、その成長がその需

ある。特に今後の経済成長の予想
ように、「特定国の食樋安全保障

要の著増をもたらすことは当然で

たったが、しかし今以てそれは実

について特効薬はない」、「決定的

あろう。

現を見るにいたっていない。

制約要因を除く、複雑な一連の行

スター・ブラウン氏などの所説に

動をとる」他ないが、その意味で

あえて反対しないという趣旨のよ

は、ウルグアイ・ラウンド農業交

うである。

受けとめるか。世界全体として、

渉合意後の体制下でも、食糧の安

ではわれわれとしてこれをどう

問題はそれが危機になるかどう

（産経新聞・’九九五・十一。九）

将来はなお過去の如しといって

過去は一様ではない

も、その過去は個別国にとっては

全保障については、個別国はなお

すべての人のために

決して一様ではなく様々であっ
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ても、「子供なら大丈夫だろう」

八○年代後半。エイズ感染につい

トワークができて、情報収集や法

改正運動を進めてきた。

ン、アメリカ、オーストラリアで

その結果、ドイツ、スウェーデ

ユニセフ（国連児童基金）の報告

と、今も増える傾向にある。

ＡＳＰＡＲなど三つの市民団体が

は、子供と性的関係を持った場

動いているが、キャンペーンへの

合、国外の行為であっても、当事

では、北部農村や少数民族の多い

書では、児童売春にかかわる十八

国境地帯にあっせん業者が入り、

反応はまだ鈍い。

歳未満の子供はアジアだけで推定

集会を主催した「アジアの児童

五、六歳の女の子に目をつけ、十

男性がからむ事件のほんの一部

Ｒ】（本部・大阪）の吉岡志朗さん

買春阻止を訴える会（ＣＡＳＰＡ

歳ごろになると、都会の歓楽街な

者は帰国後処罰されるといった法

によると、加害者のほとんどが十

律が成立している。日本でも、Ｃ

で報道され、問題になっている。

件が、数年前から地元紙で相次い

万円以内の保釈金を払ってすでに

どに送り込んでいるという。

し合う。「少しでも多くの人に実

百万人。深刻なのはタイ、フィリ

児童買春防止キャンペーンが国際

帰国している。が、フィリピンで

態を伝えて、アジアの子供の人権

ピン、インド、スリランカ。タイ

的に広がっているが、日本ではそ

は最近、子供への性虐待に関する

止運動が活発化している。市民団

を守る行動を広げていければ」

だ。

四・辮べ鰍塞蕊鋤鑪男性
日本男性などが東南アジアなど

で、幼い子供にわいせつ行為を強

の実態が成人女性の場合ほど知ら

法律が強化され、出国停止処分に

・バンコク）が、九一年に「アジア

体の第三世界観光問題連合（本部

要、暴行した疑いで逮捕される事

れていない。タイで児童買春阻止

なっている日本人が二人いるとい

の五年間のキャンペーン成果を話

Ｔの代表者会議を開いて、各国で

来年四月には、東京でＥＣＰＡ

に取り組んでいる女性国会議員ラ
》っ。

（読売新聞・’九九五・十一・二十）

と、吉岡さんは話している。
力も得て、世界二十六か国でネッ

（ＥＣＰＡＴ）」を開始、国連の協

観光児童買春根絶キャンペーン

こうした児童買春に国際的な防

このほど市民団体の招きで来日、

ダワン・ウォンシリオンさんが、

「タイでも、売春防止法改正の
動きがありますが、政治家には、

う人が多く足踏みしている。地元

売春問題とかかわりたくないとい

「東京都内の小児科医と名乗る

各地でアジアの実情を訴えた。
男性は、七歳から十二歳の女子と

実力者が売春に関与している場

男子七人をマニラ市内のホテルに

監禁してわいせつ行為を強要、全

毎晩五懇の速度で大地が凍り、や

合、選挙への影響をおそれている

黒竜江と松花江、ウスリー川に

裸にして下半身を縛り、ビデオ撮

児童買春は、’九八○年代初

囮中国・の荊川判臓噸鰄Ⅷ■胤線
め、フィリピンやタイなどに欧米

る。農民はネコのように体を丸

がて厚さ二枡もの凍土に覆われ

からです」とラダワンさん。

県の会社員はフィリピンで、十三

囲まれた穀倉地帯・三江平原の冬

影をした疑いで逮捕された罠岡山

歳から十六歳の少女三十人を監

を地元では「猫冬（マオトン）」と表

め、冬が過ぎるのを待つ。その三

から買春目的の団体旅行客が押し

現する。寒気が襲来する十一月は

寄せるようになって社会問題化し

これは、ラダワンさんが都内で

た。日本男性が目立ち始めたのは

禁、レイプした」。
開かれた市民集会で挙げた、日本
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だ。

を新しい食樋基地に指定したから

府が、先の党五中全会で黒竜江省

口増に食糧不安を募らせる党と政

浴びている。毎年千四百万もの人

江平原がいま、全国の熱い視線を

の悪い田畑の改良、農業に適した

ムーは約六・七岼）にものぼる質

に上回る程度。八千万ムーニ

なのに、収入は全国平均をわずか

家一人当たりの耕地は全国の三倍

韓国との合弁・頭興農場では四

る。

などの内外資本が入り始めてい

港、台湾や広東、江蘇各省、上海

いとされ、韓国、日本、タイ、香

ら大丈夫」と楽観論を述べた。

竜江省の潜在力が極めて大きいか

い」としつつ、｜現在も将来も、黒

国に頼らず、自ら解決するしかな

しては、「中国人の食糧問題は外

い」という。食糧危機の見方に対

を輸出する権限も増やしてほし

開発に全面協力

江蘇省の華西村

十五万ムーの荒地を開拓し、今
た。九百腕四方の巨大な畑、スプ

年、大豆と小麦の試験生産を始め

その中核が、少なくとも一千万

リンクラーと大型農機具で栽培さ

必要だ。
少の潜在食糧生産力を持つ三江平

荒地二千四百六十万ムーの開拓が

（文・ハルビン〈中国黒竜江省〉

Ⅱ堀江義人）

人口増で増産が急務

れる近代化農場は、「将来南北朝

中国きっての豊かな農村で知ら
鮮が統一し、食糧危機に陥った時

れる江蘇省華西村が中国の食樋基

る肥えた土地があり、コメの生産

の備えでもある」（韓国代表張徳鎮

原。豊富な水と「黒土地」と呼ばれ
が主力となる。コメどころの中国

地をめざす黒竜江省の農業発展

余少の実現には毎年八百万少増産

だ。二○○○年の増産目標五千万

で、同じ華西村と改名された。江

ある肇東市の五十一戸の小さな村

中国は昨年四億四千四百五十万

少だった全国の食轍生産を二○○

氏）という。

に、今秋からカネも人も送り込ん

量が減っている。現地では労働力

南部では農地転用が激しく、生産
不足のため、開拓に加わる出稼ぎ

する必要がある。しかし、最近十

食糧不安に関する論争が盛ん

いる。これを受け、黒竜江省は現

○年に五億トンに増産しようとして

農家や企業の余剰労働者の姿が目

年の平均は三百七十万少しかな
た綏化市の農家千七百戸が三江平

注目を集めたのは約五百㎡離れ

く、実現はかなり難しいとの説が

蘇・華西村党書記の四男、呉協恩

実験地はハルビンの西三十キロに

○○○年に三千二百五十万少、二

在二千五百八十万少の生産量を二

につき出した。

で全面協力している。

○一○年には五千万少に倍増させ
黒竜江省（人口三千六百万）の農

る目標を作った。

さん（三二）ら六人が、一一一千二百万
かない。例えば、黒竜江省の場

元の無償援助を持ってやってき

合、目標を達成するには毎年二百

指導し、ケーブルエ場や精錬工場

実現させるには投資を増やすし

強い。

百元（｜元は約十二円）

し、｜人当たり六千三

億元の投資が必要だが、現在は半

などの企業をおこして、三年後に

田二十三万ムーを耕

原の中心、富錦市の水

の収入を上げたこと

分の水準にとどまっている。

は中央の支持を得ていると思う

田鳳山省長は「投資増について

ビン市民休暇村建設などの再投資

元の四倍増をめざす。利益はハル

現在の農家一人当たり年収千五百

水田面積を増やしてコメ作りを

た。

だ。半年の労働で高収

が、テンポを速めると同時に額も

にあてる。

入が得られるため、出
しそうだ。

稼ぎ農業は今後、急増

増やしてほしい。食樋や農業製品

投資効率は比較的高
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江蘇・華西村（三百五十戸）は今

寧夏回族自治区など三カ所に華西
キーワードとしている「共同富裕」

村をつくり、中国が格差是正の

た。主婦は無事だったが、子供は

陣痛促進剤には、オキシトシン

その後、死亡。
とプロスタグランジンの二種類の

れ、二○○○年にはシンガポール

製剤がある。同会のまとめでは、

年の総生産高が二十億元と見込ま
の思想を実践している。

ランジンも最小限の投与にとどめ

イズ計画が二十四日発表した資料

来年初め正式発足予定の国連エ

子供は死産、教諭もショック状態

三十七歳）が子宮破裂を起こし、

立病院で小学校の養護教諭（当時

止することなどを口頭で申し入れ

多い帝王切開経験者への使用を禁

もに厚生省薬務局に対し、被害の

被害にあった東京都内の女性とと

たため、同会は今年六月三十日、

ジア地域の三百万人だが、同地域

十万人、続いて東南アジア・南ア

はサハラ以南のアフリカで八百五

だ。地域的に最も感染者が多いの

東南アジアなどでのエイズ感染

可能性があるとしている。

り、将来アフリカを大幅に上回る

での感染者は急速に増加してお

最大で四千万人に達する見通し

で死亡したのをはじめ、この三年

’千五百万人、二○○○年には

間で母親一人と子供六人が死亡、

厚生省は同会に「製薬会社から
の報告は一件のみ。今すぐ禁止に

拡大の原因は「売春」と麻薬使用の

うち四件については、使用法に

るタイ、ミャンマー、ラオス国境

注射器で、特に麻薬製造で知られ

い」などと回答。製薬会社に報告
義務を課す厚生省が、みずから死

周辺で感染が急速に進んでいると

しなければならない状況ではな

亡情報を聞いていながら、何の対

している。

どが原因だとして、遺族らが病院
ている。しかし、昨年九月に事故

や医師の責任を問う訴訟を起こし

けた。

（鏡売新聞・’九九五・十｜・二十五）

応も取っていなかったことを裏付

（毎日新聞：九九五・十一・二十五）

の起きた東京都内の主婦（一一一三）の

宮破裂による仮死状態で生まれ

与したにもかかわらず、子供は子

ケースでは、病院側は指示通り投

従わない陣痛促進剤の多量投与な

脳性まひになったという。

た。

しかし、改訂後も事故が多発し

るよう指示、各製薬会社は医師向

東繭繍犢蝋貌

によると、世界のエイズ感染者は

4000爾人■■己)■■～

今年半ばの段階で推定千四百万’

感染1K)'110鋼ごIま
る措置を取った。

■穂鐸Ｌ
けの添付文書（能書き）を書き換え

投与量を制限したり、プロスタグ

が発生。厚生省はオキシトシンの

九二年の改訂以前に百十件の事故

並みの生活水準をめざすというモ

件。

ルー～～…Ｘ

母親一人が植物状態で子供四人が

九三年五月、京都府舞鶴市の国

鬘霞

（朝日新聞・’九九五・十一・二十四）

一九九二年十月以後、北海道から

陣痛促進剤の使用法が改訂された
熊本県までの八都道府県で、陣痛

促進剤投与が原因の事故により母
子合わせて七人が死亡、五人が植

物状態や脳性まひなど重い障害に
かになった。改訂前には百十件の

陥っていることが二十四日、明ら
事故が起きており、最大使用量が
も重大事故の続出が判明したこと

半分以下に削減されたが、その後

で陣痛促進剤の安全性が再び問わ

被害を考える会」（出元明美代表、
愛媛県新居浜市）によると、九二

年の使用法改訂以後の事故は計十

単i琶

デル農村。

周辺五カ所、地方の黒竜江省や

霞熟

被害者団体「陣痛促進剤による

れそうだ。

議

蕾liiJ

子宮破裂などの事故多発に伴い

囮
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こゅうず5､お－らむ

アジアの母子感染をルポ

来賓として出席したガートルー

会。七五年の国際婦人年以来、主

ド・モンゲラ国連女性会議事務局

婦連、日本婦人会議など全国の女

ルポを通して、貧困と女性の地

長は、「国際的にコンセンサスを

染している母親が、母子感染の危

浮かび上がる。エイズと戦う医師

位の低さがエイズを広げる構図が

得た行動綱領を、各地域の要求に

険を承知で第二子を出産しようと

に母乳を与えることもできない母

応じ、焦点を絞って計画・実行し

性団体が連帯、現在五十二団体で

親。エイズが発症した夫が入院

イズとともに生きようとする感染

や非政府組織（ＮＧＯ）の人々、エ

ていくことが重要。国連会議後二

構成、会員は二千六百万人。

女性だけのチームでタイやイン

者の姿も温かい視線で描かれてい

日本女性のパワーと関心の高さを

か月でこうした大会を開催した、

していた。男児を産まなければ嫁

ド、日本でエイズの母子感染を
し、生活のために売春せざるを得

る。平岡さんは「アジアの女性問

としての立場がないからだ。

「おっぱいを欲しがらないでｌ

追ったテレビドキュメンタリー

はエイズで死亡するという農村…

なくなる妻。若い男性が月に一人

題がエイズに集約されていると痛

浮かぶ貧しさ、女性問題

アジアのエイズ孤児と母子感染」

…。「すべては貧乏のせいだ」と、

連絡会では、教育、労働、平和

評価する」と述べた。

村の男性はテレビカメラに向かっ

大阪の番組制作会社ドキュメン

（約九十八分）が完成した。

（朝日新聞・’九九五・十｜・ニーエハ）

感した」と話している。

など六分野別に「ＮＧＯ行動目標」

た。①小選挙区制を見直し、女性

を策定、十五の重点項目をまとめ

の政治進出が促進される制度に改
推進するナショナルマシナリー

正の夫婦選択的別氏制では、同氏

ナリーの権限を強化する③民法改

を持たせるなど、ナショナルマシ

める②省庁に対する調整や勧告権
（国内本部機構）の強化、女性に対

北京会議の行動綱領具体化へ

女性政策に草の根の声で生かせ

インドではエイズウイルスに感

て話す。

タリー工房の平岡磨紀子プロ

デューサー（四九）が企画。放送文
ジアをテーマにしたドキュメンタ

化基金が二十周年を記念して、ア

リーの企画を募集したテレビ番組
万円を制作費の一部に充てた。

企画選奨に入選し、その奨金一千

九月に北京で開かれた国連世界

する暴力防止法案の制定などを求

ディレクターやカメラ、編集な

女性会議で採択された「行動綱領」

紛争地域で起きる、また難民に対

を国内の女性政策に反映させるた

する暴力など、女性に対する暴力

「取材相手に心を開いてもらうの

二十二日、東京の日比谷公会堂

と人権侵害の根絶に努め、救済措

ど中心スタッフ七人は全員女性。

で開かれた「ＮＧＯ日本女性大会」

置を進めるｌなどがその内容

別氏を等価値にみなす④基地下や

には、全国から約二千人の女性が

めている。

体）からの提言活動が活発化して

集まった。

うｌと、ＮＧＯ（民間活動団

いる。二○○○年までの今後五年

主催したのは、国際婦人年日本

め、草の根の声をしっかり届けよ

間に政府が取り組むべき課題とし

大会の決議を実現するための連絡

に、女性同士のなごやかな雰囲気

タイではエイズウイルスが家庭

て、選挙制度の見直しやクォーク

レーションは女優の壇ふみさん。

に入り込み、夫から妻へ、そして

（割り当て）制の導入、女性政策を

近日中に連絡会から政府に提出さ

だ。大会決議文として採択され、

母から子への感染が深刻な問題に

がプラスになった」という。ナ

■画

なっている。感染を恐れ、わが子
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函風

後」（総理府）という。今後、ＮＧ

行動計画が策定されるのは、その

一方、北京で政府間会議の期間
Ｏ側は、女性議員への働きかけや

れることになった。

中、日本政府と毎日意見交換を
政府機関へのロビ１活動など、

は、「北京ＪＡＣ（ジャパン・アカ

様々な形での提言活動を広げてい
くことになる。

（鱸売新聞・’九九五・十一・二十七）

ＤＡのドル換算額が目減りしてい

るとして、九五年度の伸び率であ

る四・○％を超えることが不可欠

「復活」を巡って、最終的な政府案

と反発している。三％台後半への

の決定まで厳しい政治折衝が続き

そうだ。

九五年度当初予算に計上された

率は七六年度にＯＤＡの集計が開

ＯＤＡは一兆千六十一億円。伸び

始されてから最低だった。九六年

．▲、職醸悪．》蝋■で。■一篭．１縫一に
て、大蔵原案に盛り込む方針を固

を、史上最低の三％前後に抑制し

菌「 ｎ口ｎＡ■一芒繍が■３つ鰯煎後・口

行っていたＮＧＯメンバー有志ら

で、社会責任を考え、行動する集

ウンタビリティ・コーカスの略

まりの意味）」を組織。行動綱領の
内容に沿って、貧困、経済、従軍

大蔵省は二十六日、’九九六年

「慰安婦」問題など十二の専門部会

度予算の焦点となっている政府開

に分かれて、それぞれ提言を作成

リング）で七・○％の伸びが認めら

度予算では、概算要求基準（シー

れ、外務省などは枠いっぱいの要

献への積極的

な姿勢を示す

が不可避となるなど、財政が危機

十兆円を超す赤字国債の大量発行

だが、大蔵省は九六年度予算で

求を提出している。
びを確保して

究開発の拡充などに有効配分する

の課題である国内の景気対策や研

「限られた財政資金は当面の最大
財政状況に照

必要がある」（主計局）とし、要求

的状況に直面していることから

らし、「聖域」

諸国で最悪の

扱いはできな

が円安・ドル

は、為替相場

外務省など

「量的な伸びに一定の制約を設け

マイナスに抑えていることも、

独など主要先進国が軒並み伸びを

額世界一を記録した一方で、米、

日本のＯＤＡが四年連続で実績

を大幅に削り込む考えだ。

高に傾き、０

た。しかし、

いと判断し

状態に陥った

きたが、先進

外的に高い伸

観点から、例

めた。ＯＤＡはこれまで、国際貢
まで、国際貢

〈％両９８７６５４３２１０

発援助（ＯＤＡ）の前年度比伸び率

〈年度）

中だ。

女性が金を借りにくい金融シス
テムの改革、男女平等省の設置、

るためのクォータ制導入、女性に

政策決定の場での女性比率を高め

対する暴力防止法の制定などが、
討議されている。
首相の諮問を受けた、男女共同

参画審議会では現在、男女共同参
画社会のあり方について二十一世
りを進めている。十二月末には、

紀を展望した総合的ビジョンづく

「理念弓制度・施策三北京会議を
踏まえての日本の検討課題」を
テーマにした三部会の報告がまと

まり、来夏には答申が出る予定
だ。

「行動綱領を取り込んだ新国内

９２９３９４９５

8５８６８７８８８９９０９１
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にゅうすふぉ－らむ

るのは必然」という大蔵省の判断

一方、概算要求で前年度比二・

死守するとの姿勢を変えていない。

算でも一般歳出より十分高い伸びを

上乗せを求めたり、その逆の取引

譲歩する代わりにＯＤＡ伸び率の

れる中で、社会党が防衛費抑制で

回っている。

入総額の五百四十億がを大きく上

になり、ＯＤＡの九三年の年間流

九％の伸びとなった防衛費では、

く、最終的には「三％台後半」での

ち出す「三％前後」での決着は難し

こうした情勢から、大蔵省が打

（ＧＤＰ）に対する送金受取額の比

り出している国では国内総生産

東アジアに広く出稼ぎ労働者を送

これに対し、外務省などは、①

を支えている。

九三－九七年の五か年で総額七百
ようとしているのに対し、社会党

自民党が比較的高い伸びを確保し

攻防が予想される。（国松徹）

けでも、これらの国々への政府開

送金総額が、正規ルートの送金だ

る事実を指摘。発展途上諸国に

い国も多数の労働者が流入してい

国人労働者に対して田Ｐを開かな

バングラデシュ、スリランカ、

’七百五十億がと対外公約したＯ
は抑制を強く主張している。今

歳出（社会保障費や文教予算など

発援助（ＯＤＡ）総額を上回ったこ

とっては海外への労働力供給が外

る。

（毎日新聞・一九九五・十二・七）

いたパキスタンなどは減少してい

に中東に出稼ぎ労働者が集中して

雇用機会が増えている韓国や、主

率が上昇しつつあり、逆に国内の

インドネシア、フィリピンなど、

ＤＡ第五次中期目標の達成には、
後、｜段の引き下げを巡って両党

（読売新聞・’九九五・十一・二十七）

が行われる可能性がある。

い②日本のＯＤＡの国内総生産

九六年度の着実な伸びが欠かせな

間で厳しい駆け引きが繰り広げら

ＯＤＡより出稼ぎ送金

の政策的経費）全体と防衛費の伸

とがアジア開発銀行（本部・マニ

ことから、労働市場の開放に向け

貨極得の重要な手段になっている

アジア開銀は、特に日本など外

た。

しているという調査結果となっ

はⅡるかに高い経・済・効果

フィリピンなどアジアの開発途

函

（ＧＤＰ）比は、○・二九％（九四年
暫定値）と世界十四位にとどまっ
ているｌと指摘し、政治折衝

での復活を図る。

外務省など反発
３％台後半も

上諸国から、中東、日本などへ出

び率に影響される。ＯＤＡと防衛

ラ、佐藤光夫総裁）の調査で明ら

關關幽杣勒融艀聰馴艸沁牌弥圭梛
国際貢献のあり方を村山連立内閣

費のバランスに代表される日本の

かになった。

稼ぎに出た労働者の家族などへの

としてどう予算に表すかが決め手
ＯＤＡの伸び率はこれまで、一

へ届くため、ミクロ的には貧困の

同調査によると、出稼ぎ送金が

ターと合わせて、来年一月一日か

し、新設したシンボルキャラク

（競売新聞・’九九五・十二・十一一一）

ら使用していくと発表した。
ど九カ国。九カ国への正規の送金

スタン、タイ、バングラデシュな

い、ＯＤＡなどよりはるかに地域

額は一九九二年で約七百五十億が

多額に上るのはフィリピン、パキ

日本の平和的国際貢献をアピール

に密着した経済波及効果をもたら

解消に、地域レベルでは仕送りを

は十二日、通称名を「日本財団」に

日本船舶振興会（曽野綾子会長）

に
受けた家庭が住宅建設などを行

た調査研究が必要だとしている。

が｢日本財団」

おり、外務省は、それを対外的に

こうした送金は、直接貧困世帯

船舶己振興会

般歳出の伸び率をかなり上回って

になりそうだ。

ｊ

する指標にしてきた。九六年度予

7３

囲困～

２．jK南アジアiilil却等人口・開発雅礎調炎報llriIト
ーインド同一

Repo｢tontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountr1es
-India-

３．１１１蕪人氏共和nil人口・家族31画第二次基礎調企報告iII
BasicSurvey(11）onPopulationand随miIVPIanning

mthePeople'sRepublicofChina
生育率和生椚水平失系輔二次中日合作iM在研究ＩⅡ

昭和58年度
Ｌ中華人氏共fⅡ|側人口家族`汁画聴礎調盗蝋告諜
BasicSurveyonPopulationandFamjlyP1anning

in【ｈｅPeople､sRepubHcofChina（英語版）
’１１育率full：謡水平失系中Ｈ合作iHl従研究損ｌ４ｊ朽

（中国語版）

俗苓（中国雛版）

昭和59年度
４．ネパールモ国人Iル家族ｉｉＩ１１ｌﾘ,L礎調在

BasicSurveyReportonPopulationand団、ily

PlannmgintheKingdomofNepaI（英譜版）

ｌ・アジア諸IJIの農村人I］と鵬翼|;M発仁ilUする綱森報告ｉＩｆ
－インドlK1-

ReportonlheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmentinAsianCountries

５．Ⅱ本の人口都ＴＩ丁化と開発

-lndja-（英語版）

Ｕ｢banizationandDevelopmentmjapan〈英語版）
２．東南アジア,ililfl等人口・開発基礎調在搬告諜
６．バンコクの人'二I都市化と生iiIi環境・福祉iiM了代
一データ網一

SurveyofUrbanization，LMngEnvironmentand
WelfareinBangkok-Data-

一タイlIil-

ReportontheBasicSurveyofPopulationandDeve

lopmenllnSoutheas［AsianCountrleS
-Thailand－

（英語版）

３．１１本の人口転換と農村１３M発
７．スライド

日本の都TIT化と人口（Ｈ本i勝版）

UrbanizationandPopulationinJapａｎ（英語版）

Ｉ)emographicTransitloninjapanandRuralDevo

lopment（英織版）

日本的城市化４７人口（中１通I諾版）

Ｕ｢bamsasiDankependudukanDiJepang
（インドネシア総版）

４．ｓu｢veyofFertilitvandLivingStanda｢dsinChinese
RuralAreas-Ｄａｔａ－Ａｌ１ｔｈｅｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓｏｆｌｗｏ

ｖｉｌlagesjnjilinProvincesurveyedbyquestioxmalres

昭和61年度
１．アジア諸国の磯村人口と農剰1N発にＩＨＩするiﾘ１１企報告(lト
ーインドネシア国一

（英語版）

失干中岡衣村的人口生T1r寧与生橘水平的凋dlfIHf1f
-吋干古林行IUi十村近行全戸面談i1AI從的培果一

一疏ｉｆ１ｌｊ＝（中国澱版〉

Repo｢ｔｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｙｏ［RuraIPopuIa[ionamd

AgriculturalDevelopmenIinAsianCountries
-Indonesia-（英語l1H）

２．東南アジアiiiilril等人口・開発維礎調炎報(ｌｒｉｌＦ

５．スライド日本の農業、農村開発と人口
－その軌跡一（Ⅱ本譜飯）

Agricultural＆RuralDeveIopmentand，Population

－インドネシア同一

ｉｎ」apa、（英語版）

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

日本衣此衣村的友展Ｈ１人口的推移（中国語版）

Devclopmen〔inSoumeastAsianCountries
-Indonesia-（英譜版）

３．在日留学生の学1Ｗと生活条件に関する研究
一人的能力開発の課題に即して－
４．ＭＫの労働力人口と開発

LaborForceandDevelopmentin」apa、（英語版）

PerkembanganPertaniamMasyarakatDesaDan

KependudukanDiJep〔Ｉｎｇ（インドネシア語版）
（以上４カｌｘ1版スライドは、日本産業敬育スライドコ
ンクールにて優秀賞を受賞しました｡）

昭和60年度
ｌ・アジア諸ljKlの農村人口と農業開発にＩＩＬＩする調査報告ｉＩｆ
－タイ底ｌ－

Ｏ

ＰＤ

人口と開発lllljm統計染

、emographicandSocioEconomiclndicatorson

PopulatjonandDevelopme､（（英識IMI〉

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＳｕＴｖｅｙｏｆＲuralPopulationand
AgrjculturalDeveIopmenlinAsianCountr】es
-Thailand-（英i錺版）

7イ

２．東南アジア諸lIil等人口・開発基礎綱炎報ｆｌｆｉＩｌ

６．スライド［1本の灘業|;'１発と人口

－Ｉｌ１雅人liULfI1国一

一一そのbi〔動力・逝試一（日本錨版）

IndustrialDevelopmentandPopu1atlo【〕ｍｊａＩｘｍ

ReportontheBasicSurveyo（Populalionand

ThcPrlmeMoverEIeclrlcity-（笑譜販）

DevelopmentinSoutheaslAsianCount｢Ies

Ｕイ止的秤並友展｣hj人ＬＩ

-China-（災語版）

－其川(助力一'1LL'ｉ－（中国語版）

PembangLInanlnduslrldankependudukandi Jepfmg

３．アジア諸l]E1からの労働ﾌﾞﾉ流出に'11Iする調從研究報告ｉＩＩ

--Pen底gerakUmma-TengaListrik--

－タイ国一

（インドネシア語版）

４．日本の人口と家族
ｂ

〔ログ●

PopulaljonandtheFfllmⅡｙＩｎｊａＩ)ａｎ〈共鍋販）

ネパールjiIIR1人口家族ii↑画第二次基礎綱企

ComplemcntaryBasicSurveyReportonPopu1ation
５．アジアの人1ｺ極換と開発蕾一統iil-典一

andFamilvP1a[ｍｉｌｌｇｉｎｔｈｅｋｉｎｇｄｏｍｏｆＫｅｐａｌ

DemographjcTmnsitlonflndDevelopmentinAslaI】
Coulltries-OverviewandSta〔istical，｢ables--

（英錨版）

昭和62年度
1．アジア諸[Iilの腱村人１１と農業ＩｌＩｌ苑に関する鋼充糀11識

６．スライド

一一一｢'1華人乢共和lＦ１医

日本の人口と家族（日本縞版）

RcDortontheSurveyofRuralPopulalionand

FamilvandPopulationinJapaIl

Ag｢iculturalDevelopmentinAsianCounlries

-AsianExperience-（英錨腕）

-China---（英磯版〉

日本的人口与家腿（中国縞版〉

Penduduk＆KeluargaLpang（インドネシア語版）
7．ペルーjli和国人ｍ家族iiI11bi些礎調１０ｔ

２．】(＃Iアジア`llilヨ等人1ｍ開発A1礎調炎報儒瞥
一一中華人民共和国一一

ReportontheBasicSurveyofPopulalionand
DeveIopmenIlnSouIheastAsianCountris
--China-（英臓腕〉

平成元年度
1．アジア蜥陛1の農村人口と農業開発に側する捌俺鰍告ｉＩｌ
－バングラデシュ区１－

Repor〔ｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲｕ｢fl1Popu1ationaIl(l
AgriculturalDevelopment－－Bangladesh（英語版）

２．東南アジア諸hjl等人LI・１Ｍ１発基礎網代報涛ilド
ーネバール圃一

ReportontheBaslcSurveyofPopulatlonand

３．アジア諸[F1からのﾂﾅ肋ﾉﾉ流出に１NするIiMliot研究報告書
一一フィリピン国一
４．ｌｊ４Ａの人LIと農業11}１発

ＰＯＩ)ulationandAgrlculLuralDevelopmｅｎｔｉｎ１ｌｐａｎ
（災総販）

５．ネパールの人1ｺ・lllL1苑・環境

Popula[ion，DevelopmentandEnvironmentlnNepal
（英総版）

DevelopmentinSouthe(lstAsianCountr1es

-NePal-（英語版）
３．アジア1'１１国からの労動力流(11に関する調ｲf研究報告ijド
ーマレーシアliil-

４．日本の人口櫛巡変鋤と１冊１発
一商齢化のアジア的１M.UA-

６．スライド

１１４Aの人LlI妙助と総済発展（１１本語飯）

TlleMigral(〕ryMovementandEconomicDevelop・
ｍｅｎｔｍＪａｐａｎ（災`M;版）

１Ｊ水的人ＩＴＩ雑功与ｑＷｆ没展（｢１個語版）
PerpindahanPendudukDanPerkembanganEkonomi
l)iJepang（インドネシア繍版）

StructuralChangeinPopulationflndDevelopment
-japan､sExperienceinAging--（災措版）

７．トルコ国人11京族i;llIIIiAL礎jilBliof

５．スライド

高齢化社会への１１本の桃1ｉｉｆ
－生きがいのある老後を目指して－－（lMK諾版）

昭和63年度
Ｌアジア諸uiIの腱村人川とlljL業1}１１発に関する調盗報告書

AgingInJapan－Chal1engesandP｢ospects-‐

一ネパールlR1-

辺人iVH齢化社会的[1本Ｊ１{ＩｍＩｌ田挑哉

AgriculturalDevelopmentinAsianCountries

一追求lL生命愈又的老年生涯一〈中国i;冊版）

--Nepal-（笑ｉｉｌｆ版）

〈英締版）

方

ReI)or［ｏｎｔｈｅＳｕｒｖｅｖｏｆＲｕ｢alPopulationand

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調在研究報告勝
一一中華人民共和国一一

４．日本の地域開発と人口-1990年代の展望一

RegionalDevelopmentandPopulationinjapan
-TrendsandProspectsmthel990s（英語版）
５．スライド

日本の地域開発と人口（日本語版）
ReginalDevelopmentandPopulatioｎｉｎＪａｐａｎ
（英語版）

日本的区域升友和人口（中国語版）

PermbangunanDae｢ahdanPopulasidiJepang
（インドネシア版）
６．アジアの労働力移動

LaborMigrationinAsia（英語版）

TantanganMasyarakatLanjutusiaJepang
（インドネシア語版）

６．アジア諸国の農業開発－５カ国の比較一
StrategicMeasuresfomheAgriculturalDevelopment

-ComparativeStmdiesonFiveAsianCountrjes（英語版）
（本作品は、1990年㈱日本視聴覚教育協会主催優秀映

像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）

平成２年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調在報告番

一フィリピン国一

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopｍｅｎｔ－Philippine－
（英語版）

２．東南アジア諸lIil等人口・開発韮礎調鎌報告瞥

平成４年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調盗報告聾
一マレーシアEil-

ReportontbeSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopment－Malaysla（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発雅礎調迩報告書
一ベトナム国一

ＲｅｐｏｒｔｏｎｔｈｅＢａｓｉｃＳｕｗｅｙｏｆＰｏｐｕlationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountnes
-VietNam-（英語版）

３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告符
一スリランカ圃一
４．アジアの産業転換と人口

IndustrialTTansitionandPopulatjoninAsia
（英語版）
５．スライド
明日に生きる－日本の産業転換と人口一
（日本語版）

Livingfo「Tomorrow－lndustrjaI

一バングラデシュ~

ReportontheBasicSurveyofPopulationand

DevelQpmentinSoutheastAsIanCountries
-Bangladesh-（英語版）
３．アジア諸国からの労働力流出に関する調査研究報告書
一インドネシア国一

４．日本の人口.i１１１発・環境一アジアの経験一

Population，DevelopmentandEnvironmentln

Japan－AsianExpenence-（英語版）
５．スライド

日本の環境・人口・開発（日本硲版）

EnvironmenLPopulationandDevelopｍｅｎｔｉｎ
Ｊａｐａｎ（英鵠版）
Ｈ本的坏境・人口・升亥（中国語版）

Lingkungan，PendudukdanPembangunanJepang
（インドネシア繍版）

（本作品は、1991年脚日本視聴覚教育協会主臘優秀映
像教材選奨社会教育部門で優秀賞を受賞｡）
６．アジアの人口都市化一統''十巣一
ProspectsofUrbanizationinAsia（英語版）

TransitionandPopulationjnJapam（英語版）

生活在明天一日本的存並鋳換与人口一
（中国語版）

HidupUntukHariEsok－PeralihanS[ruktu「
IndustriDanPopulasiDiJepang（インドネシア錨版）

平成３年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告密
一スリランカ図一

ReportontheSurveyRuralPopulationand
AgTicuItu｢alDeveIopment-Srilanka（英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発基礎調査報告書

平成５年度
１．アジア諸国の農村人口と農業開発に関する調査報告轡
一ベトナム国一

一フィリピン国一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountries
-Philippines--（英語版）

7６

ReportontheSurveyofRuralPopulationand
AgriculturalDevelopmeｎｔ－ＶｊｅｔＮａｍ－
(英語版）

２．東南アジア諸国等人口・開発雅礎調盗報告啓
一スリランカ同一

ReportontheBasicSurveyofPopulationand
DevelopmentinSoutheastAsianCountrles
-SriLanka-（英語版）

３．アジア諸国の人1111資源開発と労働力に111Ｉする調在研究

報告書一フィリピン国－
４．アジアからの挑戦一人口と開発一

ChaIlengeandStrategyofAsianNations
-Popula[ionandSustainableDevelopmen[－
（英i譜版）

？’

５．スライド

女たちの挑戦一女性の地位I(1)上と日本の人口一
（日本錨版）

Ｗｏｍｅｎａｎｄｔｈｅｉ「ChalIenges－Improvements
intheStatusofWomenthePopuIaUonofjapan（英語版）
女性的挑lili-女性地位的提高与日本的人口一
（中国語版）

TantanganKaumWanita
-EmansipaslWanltadanPopulasi」epang（インドネシアi;(胆）

平成６年度
１．アジア諸国の発展段階別農業・農村開発基礎調狂報告

ロトーインド匠lReportontbeBasicSuweyonRuralandAgricul[ural
DevelopmentbyPmg雁ssstageinAsianCountries
-India-（英語版）

２．アジア諸国の都市化と開発調査報告書一タイIn-

RepoTtontheSurveyofUrbanjzationandDeve10pment
inAsianCountries-Thajland-（英語版）

３．アジア諸国の人'１１１資源開発と労働力に関する調盃研究
報告書一一ベトナム国一
４．アジアの女性労働力参加と経済発展
-21世紀の戦略一

Women，sLaborParticipationandEconomicDevelop

mentmAsia-Strategytoward21Century（英語版）
５．スライド

アジアの女性たちはいま……（日本語版）
NewHorizonsfortheWomenofAsia（英語版）

正洲如女的新而程（中国語版）
WanitaAsjaKini･･･…（インドネシア鑑版）
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１０
２９２５

２９１５

日日

日日

労働省・雇用促進事業団委託「アジア
諸国の人間資源開発と労働力に関する

（団長・大野昭彦、大塚友美、首藤久

調査研究」調査団をインド国に派遣。

人、遠藤正昭）
「第四回人口と開発に関するアジア国

会議員代表者会議」開催・事前協議の

ため広瀬次雄常務理斬、遠藤正柵刷参

事をフィリピン国に派遣。

上げます。

が、先ずは、新春のご挨拶を申し

本年もよろしくご高導、ご愛読

専の不良貸出しの穴埋めに公的

とうに白日の下にさらけ出された。

トが注目される。

業機構（ＦＡＯ）」の食料サミッ

今年はローマで開かれる「食料農

◇人口と開発の視点からいえば、

のほどお願い申し上げます。

金をあてたり、国民のフトコロ

、無能ぶりが追い打ちをかける

暮れに至って政治、行政の無責

事件を皮切りに大荒れに荒れた。

つい、前置きが長くなりました

どんな年になるのか。

◇さて、明けて迎えた「内子」は

た。惨状は大晦日まで尾を引いた。

々だった。国民は呆れ、怒り続け

にすがって予算編成をしたり、散

表紙の写真説｢明

震災、オウム教の毒ガス、サリ

国を激しく震憾させた阪神・淡路

大乱に明けた〃亥年“は、この

１１

あてこみ、巨額の赤字国債発行

iliIiliiiilI蟹iiii

業の先進州であるハリヤナの刈り入れは、イ
の実が求められる。この”実“が

ここに、暹ましい「知行並進」

ていくか。

先進国も途上国も、いかに実行し

られるが、その合意を国際的に、

改めて人類の英知と決断が求め

可能な食料開発を進めていくのか。

どのようにして調和のとれた持続

いくのか１１１地球環境を壊さずに、

ふえ続ける人口をいかに賄って

１０月、ハリヤナ州では収穫期を迎えた。農

（Ｔ・Ｈ）

不作に終れば、人類の未来はない。

ハールヘ急ぐ。

ると、いくばくかの金を手に、家族の待つビ

文化印刷株式会社

ときの安息の時間一。ここでの作業を終え

●印刷

間もなく陽が沈む。かけがいのない、ひと

ＦＡＸ（03）３５８１－７７９６

ドラム缶に稲をたたきつけ、上手に脱穀す

れない。

る。このような光鼓は、アジアではもう見ら

〒100束京都千代111区永111町2-10-2
永田町ＴＢＲビル710号
ＴＥＬ（０３）3581-7770㈹

働きはじめ、日没まで黙々と働く。

財団法人アジア人口･開発協会

リヤナまでやってくる。彼らは、陽が昇ると

●縄集発行

の男たちは、先ずパンジャブ州の稲刈りを済

ませ、夜行列車に揺られながら、はるばるハ

1996年１月１曰発行く季刊〉

稼ぎにくる男たちの手で行われる。ビハール

人ロと開発･各季号く通刊54号〉

鋤藷驫鞠

鑿

１月

１月

U■■

曰誌
￣

ＡＰＤＡ
◇

ン大
任

を資住

ンド北部の最も貧しい地区のビハールから出

7８

人類の未来のために

地球の未来のために

TheAsianPopulation
andDevelopment
Association

財団法人アジア人に1.開発協会
〒100束京都千代田区永田町2-10-2
氷田111JＴＢＲビル710号
ＴＥＬ（03）３５８１－７７７０㈹
ＦＡＸ（03）３５８１－７７９６
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世界のどこかで
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